
東京歯科大学研究ブランディング事業各種委員会名簿 

口腔科学研究センター運営委員会 

委員長   井出 吉信   学長 

委員    一戸 達也   副学長 

橋本 正次   副学長 

東  俊文   口腔科学研究センター所長 

新谷 誠康   口腔科学研究センター副所長 

櫻井  薫   大学院研究科長 

石原 和幸   研究部長 

加藤 靖明   大学事務局長 

陪席    山口  朗   口腔科学研究センター 

 

 

研究ブランディング事業実施委員会 

委員長   井出 吉信   学長 

委員    一戸 達也   副学長/千葉病院長 

橋本 正次   副学長/研究担当 

矢島  安朝   水道橋病院長 

西田 次郎   市川総合病院長 

山口  朗   顎骨疾患プロジェクト委員長 

櫻井  薫   大学院研究科長 

石原 和幸   研究部長 

村松  敬   研究部副部長（コンプライアンス推進委員長） 

後藤多津子   研究部副部長（研究倫理） 

東  俊文   口腔科学研究センター所長 

新谷 誠康   口腔科学研究センター副所長 

橋本 貞充   広報・公開講座部長 

加藤 靖明   大学事務局長 

渡辺 和輝   大学会計課長（研究費運営サポート） 

 

 

顎骨疾患プロジェクト推進委員会 

委員長 山口   朗  口腔科学研究センター 客員教授 

委員 東   俊文  口腔科学研究センター所長（生理学講座 教授） 

新谷  誠康  口腔科学研究センター副所長（小児歯科学講座教授） 

石原  和幸  研究部長（微生物学講座 教授） 

村松   敬  研究部副部長（保存修復学講座 教授） 

後藤多津子  研究部副部長（歯科放射線学講座 教授） 

片倉   朗  口腔病態外科学講座 教授 

齋藤   淳  歯周病学講座 教授 

阿部  伸一  解剖学講座 教授 

笠原  正貴  薬理学講座 教授 

吉成  正雄  口腔科学研究センター 客員教授 

澁川  義幸  生理学講座 准教授 

松永    智  解剖学講座 准教授 



口腔科学研究センター 

 代表  山口 朗 客員教授 

  溝口利英 講師 

 

分子・細胞ラボ 

  代表者  東   敏文  生化学・教授 

研究分担者 柴原  孝彦 口腔顎顔面外科学・教授 

  恩田健史 口腔顎顔面外科学・講師 

  末石研二 歯科矯正学・教授 

  石井武展 歯科矯正学・講師 

  齋藤 淳 歯周病学・教授 

  青木栄人 歯周病学・レジデント 

  野村武史 オーラルメディシン・口腔外科学・教授 

  新谷 誠康 小児歯科学・教授 

  笠原正貴 薬理学・教授 

 

感染制御ラボ 

 代表者  石原和幸 微生物学・教授 

研究分担者 齋藤 淳 歯周病学・教授 

  喜田大智 歯周病学・助教 

  澁川義幸 生理学・准教授 

  木村麻記 生理学・講師 

  東川明日香 生理学・助教 

  櫻井敦朗 小児歯科学・講師 

   永井宜子 小児歯科学・レジデント 

   村松 敬 保存修復学・教授 

   国分栄仁 微生物学・講師 

   柴山和子 微生物学・講師 

   菊池有一郎 微生物学・助教 

 

ファブラボ 

  代表者  後藤多津子 歯科放射線学・教授 

研究分担者 松永 智 解剖学・准教授 

   小高研人 解剖学・助教 

   笠原正彰 歯科理工学・助教 

   片倉 朗 口腔病態外科学・ 教授 

   菅原圭亮 口腔病態外科学・ 講師 

   渋井武夫 オーラルメディシン・口腔外科学・准教授 

   音成実桂 歯科放射線学・講師 

   佐藤涼一 衛生学・助教 

 

咀嚼嚥下ラボ 

   代表者  阿部伸一 解剖学・教授 

  研究分担者 四ツ谷 護 クラウンブリッジ補綴学・講師 

   大久保真衣  摂食嚥下リハビリテーション・准教授 

   大平真理子 パーシャルデンチャー補綴学・講師 



   菅野亜紀 短期大学・講師 

   佐々木穂高 口腔インプラント学・講師 

   佐藤正樹 生物学・講師 

   山本将仁 解剖学・講師                  

 

WG         

委員長   東 俊文 生化学・教授 

委員  澁川義幸 生理学・准教授 

 中村 貴 生化学・講師 

  石井武展 歯科矯正学・講師 

  北村 啓 組織・発生学・助教 

  青木栄人 歯周病学・レジデント  

 

委員長  石原和幸 微生物学・教授 

委員  櫻井敦朗 小児歯科学・講師 

  竜 正大 老年歯科補綴学・講師 

  菊池有一郎 微生物学・助教 

  國分克寿 臨床検査病理学・助教 

  今村健太郎 歯周病学・助教 

 

委員長  後藤多津子 歯科放射線学・教授 

委員  松永 智 解剖学・准教授 

  菅原圭亮  口腔病態外科学・講師 

  田坂彰規 パーシャルデンチャー補綴学・講師 

  佐古 亮 歯内療法学・講師 

  佐藤涼一 衛生学・助教 

 

委員長     阿部伸一 解剖学講座・教授 

委員  小野寺晶子 生化学・講師 

  別所央城 口腔病態外科学・講師 

  山本将仁 解剖学・講師 

  木村麻記 生理学・講師 

  神田雄平 クラウンブリッジ補綴学・講師 

 

外部連携研究者 （五十音順） 

 小崎健次郎 慶應義塾大学医学部臨床遺伝学センター センター長・教授 

 小野 卓史 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科咬合機能矯正学分野教授 

 杉本 真樹 国際医療福祉大学大学院医療福祉学研究科准教授 

 高野 直樹 慶應義塾大学理工学部機械工学科教授 

 妻木 範行 京都大学 iPS細胞研究所増殖分化機構研究部門教授 

 鄭 雄一   東京大学大学院工学系研究科 バイオエンジニアリング専攻 

医学系研究科疾患生命工学センター教授 

  中川 種昭 慶應義塾大学医学部歯科・口腔外科学教室教授 

  名倉 武雄 慶應義塾大学医学部運動器生体工学寄付講座特任准教授 

 西村 一郎 カリフォルニア大学ロサンゼルス校歯学部ワイントロープ研究所教授 

 Johan Wolfaardt  アルバータ大学医学部教授 



 

研究ブランディング事業自己点検・評価委員会 

委員長   井出 吉信  学長 

委員    一戸 達也  副学長/千葉病院長 

橋本 正次  副学長 

矢島  安朝  水道橋病院長 

西田 次郎  市川総合病院長 

櫻井  薫  大学院研究科長 

田﨑 雅和  図書館長 

石原 和幸  研究部長 

村松  敬  研究機器管理部長 

山本  仁  基礎教授連絡会幹事 

古澤 成博  臨床教授連絡会幹事 

石井 拓男  法人主事 

加藤 靖明  事務局長 

 

 

外部評価委員会委員 

 委員長 

  佐々木 朗 岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔学顔面外科学分野教授 

 委員（五十音順） 

  岩田 昌久 埼玉県歯科医師会学術部副部長 

  岡野 栄之 慶應義塾大学大学院医学研究科委員長、 

慶應義塾大学医学部生理学教室教授 

  奥村 康  順天堂大学医学部大学院医学研究科免疫学講座特任教授、 

アトピー疾患研究センター長 

  豊澤 悟  大阪大学大学院歯学研究科口腔病理学教室教授 

  中野 貴由 大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻 

材料機能化プロセス工学講座生体材料学領域教授 

  中尾 潔貴 株式会社ジーシー・代表取締役社長 

  森山 啓司 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科医歯学系専攻 

咬合機能矯正学顎顔面頸部機能再建学講座顎顔面矯正学教授 


