
氏名 佐藤 亨（さとう とおる） 
所属 クラウンブリッジ補綴学講座 
職名 教授 
最終学歴 東京歯科大学大学院歯学研究科 
学位（修士・博士） 歯学博士 
資格 歯科医師 
職歴 昭和 61 年 10月 東京歯科大学歯科補綴学第第二講座助手 

昭和 63 年 4月 東京歯科大学歯科補綴学第二講座講師 

平成 13 年 5月 東京歯科大学歯科補綴学第二講座教授 

平成 18 年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座教授 

（講座名称変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 久永 竜一（ひさなが りゅういち） 
所属 クラウンブリッジ補綴学講座 
職名 講師 
最終学歴 東京歯科大学大学院歯学研究科 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 歯科医師、介護支援専門員、介護支援専門員指導者 
職歴 平成 9年 4月 東京歯科大学歯科補綴学第二講座助手 

平成 18 年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座助手 

（講座名称変更） 

平成 19 年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座助教（職名変更） 

平成 22 年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座講師 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・クラウンブリッジ補綴学実習講義、クラウンブリッジ補綴学、第４学年、 

半年、実習講義、13時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 3編（うち英文 2編） 

・原著論文 2編（うち英文 1編） 

・臨床論文 1編（うち英文 1編） 

学会発表 2編 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 野本 俊太郎（のもと しゅんたろう） 
所属 クラウンブリッジ補綴学講座 
職名 講師 
最終学歴 東京歯科大学大学院歯学研究科 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 歯科医師 
職歴 平成 18 年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座助手 

平成 19 年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座助教（職名変更） 

平成 24 年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 2編（うち英文 2編） 

・原著論文 2編（うち英文 2編） 

総説および解説論文 1編 

学会発表 6編（うち英文 2編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会活動 日本補綴歯科学会代議員 
日本歯科審美学会代議員、編集委員、利益相反委員会幹事 
日本歯科審美学会編集委員 
日本歯科審美学会利益相反委員会幹事 
日本接着歯学会代議員 
日本接着歯学会学術委員 
日本接着歯学会研究倫理審査委員会幹事 
日本抗加齢医学会専門医 
東京歯科大学学会会員 

国際学会  

 



氏名 四ッ谷 護（よつや まもる） 
所属 クラウンブリッジ補綴学講座 
職名 講師 
最終学歴 東京歯科大学大学院歯学研究科 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 歯科医師 
職歴 平成 20 年 5月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座助教 

平成 26年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座講師 

平成 28 年 10月 米国・イリノイ大学シカゴ校歯学部に研究留学 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 日本補綴歯科学会会員 
日本補綴歯科学会東京支部代議員 
日本補綴歯科学会用語検討委員会幹事 
日本接着歯学会会員 
日本顎関節学会会員 
日本全身咬合学会会員 
日本歯科審美学会会員 
日本歯科審美学会セミナー委員会委員 

国際学会  

 



氏名 腰原 輝純（こしはら てるよし） 
所属 クラウンブリッジ補綴学講座 
職名 講師 
最終学歴 東京歯科大学大学院歯学研究科 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 歯科医師 
職歴 平成 22年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座助教 

平成 28年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 3編 

・原著論文 3編（うち筆頭 1編） 

学会発表 3編 

学会活動 日本補綴歯科学会会員 
日本歯科審美学会会員 
日本口腔検査学会会員 
日本接着歯学会会員 
東京歯科大学学会会員 

国際学会  

 



氏名 新谷 明昌（しんや あきまさ） 
所属 クラウンブリッジ補綴学講座 
職名 講師 
最終学歴 東京歯科大学大学院歯学研究科 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 歯科医師 
職歴 平成 22年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座助教 

平成 28年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 3編（うち英文 1編） 

・原著論文 3編（うち英文 1編、うち筆頭 1編） 

学会発表 3編（うち筆頭 1編） 

学会活動 日本補綴歯科学会会員 
日本歯科審美学会会員 

国際学会  

 



氏名 神田 雄平（かんだ ゆうへい） 
所属 クラウンブリッジ補綴学講座 
職名 助教 
最終学歴 東京歯科大学大学院歯学研究科 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 歯科医師 
職歴 平成 28年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 2編（うち英文 1編） 

・原著論文 2編（うち英文 1編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

 

学会活動 ・日本補綴歯科学会会員 
・日本歯科審美学会会員 
・東京歯科大学学会会員 

国際学会  

 



氏名 林原 貴徳（はやしばら たかのり） 

所属 クラウンブリッジ補綴学講座 

職名 助教 

最終学歴 東京歯科大学大学院歯学研究科 

学位（修士・博士） 博士（歯学） 

資格 歯科医師 

職歴 平成 29 年 4月 東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  

国際学会  

 


	佐藤亨
	久永竜一
	野本俊太郎
	四ッ谷護
	腰原輝純
	新谷明昌
	神田雄平
	林原貴徳

