
氏名 櫻井 薫（さくらい かおる） 
所属 老年歯科補綴学講座 
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、日本補綴歯科学会認定医制度による認定医、日本補綴歯科学会認定

医制度による専門医、臨床修練指導歯科医、日本補綴歯科学会認定医制度によ

る指導医、歯科医師臨床研修指導医リーダーのためのワークショップ修了、（厚

生省、日本顎関節学会認定医、日本顎関節学会指導医、日本全身咬合学会認定

医、日本全身咬合学会指導医、日本老年歯科医学会認定医、日本老年歯科医学

会指導医、日本顎関節学会顎関節症専門医、日本顎関節学会指導医、一般社団

法人日本老年歯科医学会専門医、一般社団法人日本老年歯科医学会指導医 
職歴 昭和 57 年 4月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座講師 

昭和 59 年 9月 アメリカ合衆国タフツ大学歯学部 Visiting Assistant 

Professor 

平成 5年 4月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座助教授 

平成 6年 10 月 東京歯科大学水道橋病院補綴科講師（配置替） 

平成 9年 6月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座助教授（配置替） 

平成 9年 8月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座主任代行 

平成 9年 11 月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座主任教授 

平成 18 年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座主任教授（講座名称変更） 

平成 27 年 4月 東京歯科大学老年歯科補綴学講座主任教授（講座名称変更） 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・総義歯学・老年歯科学：第 3学年、毎週水曜 1.5時間を半年 

大学院講義 

・実験計画法とプレゼンテーション技法：大学院生、毎朝 8:30-9:00 

・Literature Review、大学院生、毎週木曜 13:00-15:30 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 6編（うち英文 5編） 

・原著論文 6編（うち英文 5編） 

総説および解説論文 7編（うち筆頭 5編） 

著書 1編（うち筆頭 1編） 

その他 3編（うち筆頭 3編） 

学会発表 30 編（うち英文 6編） 

学会活動 日本補綴歯科学会副理事長 
日本老年歯科医学会理事長 

国際学会  

 



氏名 上田 貴之（うえだ たかゆき） 
所属 老年歯科補綴学講座 
職名 准教授 
最終学歴 東京歯科大学大学院歯学研究科 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 歯科医師 
職歴 平成 15 年 4月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座助手 

平成 18 年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座助手（講座名称変更） 

平成 19 年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座講師 

平成 19 年 11月 スイス連邦・ベルン大学歯学部補綴科客員教授 

平成 22 年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座准教授 

平成 27 年 4月 東京歯科大学老年歯科補綴学講座准教授（講座名称変更） 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・3年生、老年歯科補綴学（通年、講義） 

・5年生、臨床複合講義（通年、講義）、科別複合講義（通年、講義） 

・6年生、総合講義（通年、講義）、補講、個別指導 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 5編（うち英文 4編） 

・原著論文 5編（うち英文 4編） 

総説および解説論文 3編 

著書 1編 

学会発表 26 編（うち英文 4編、うち筆頭 3編（うち英文 1編）） 

学会活動 東京歯科大学学会会員 
東京歯科大学学会代議員 
日本補綴歯科学会会員 
日本補綴歯科学会代議員 
日本補綴歯科学会国際渉外委員会委員 
日本老年歯科医学会会員 
日本老年歯科医学会学術委員会委員 
日本老年歯科医学会専門医試験実施委員会委員 
日本咀嚼学会会員 
日本咀嚼学会財務委員会委員 

国際学会 EPA（ヨーロッパ補綴歯科学会）会員 

 



氏名 石崎 憲（いしざき けん） 
所属 老年歯科補綴学講座 
職名 准教授 
最終学歴 東京歯科大学 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 歯科医師、社団法人日本歯科補綴学会専門医、社団法人日本老年歯科医学会 

専門医・指導医 
職歴 平成 7年 4月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座助手 

平成 16 年 4月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座講師 

平成 18 年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座講師（講座名称変更） 

平成 27 年 4月 東京歯科大学老年歯科補綴学講座准教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 日本老年歯科医学会代議員 
日本顎顔面補綴学会代議員 
日本補綴歯科学会代議員 

国際学会 International Society for Maxillo Facial Rehabilitation 

 



氏名 大神 浩一郎（おおがみ こういちろう） 
所属 老年歯科補綴学講座 
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、公益社団法人日本補綴歯科学会専門医・指導医、歯科医師臨床研修

指導医、一般社団法人日本老年歯科医学会専門医・指導医 
職歴 平成 15 年 4月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座助手 

平成 18年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座助手（講座名称変更） 

平成 19 年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座助教（職名変更） 

平成 21 年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座非常勤講師 

平成 22 年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座助教 

平成 24 年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座講師 

平成 27 年 4月 東京歯科大学老年歯科補綴学講座講師（講座名称変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・衛生学、第 3学年、12月 17日、コミュニケーション実習、240分、実習 

・老年歯科補綴学、第 3学年、1月 25日、総義歯学講義、170分、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編（うち英文 1編） 

・原著論文 1編（うち英文 1編） 

著書 1編（うち筆頭 1編） 

学会発表 2編（うち筆頭 1編） 

学会活動 東京歯科大学学会会員 
日本補綴歯科学会会員 
日本老年歯科医学会会員 

国際学会  

 



氏名 竜 正大（りゅう まさひろ） 
所属 老年歯科補綴学講座 
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、公益社団法人日本歯科補綴学会専門医、一般社団法人日本老年歯科

医学会専門医、一般社団法人日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 
職歴 平成 21 年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座助教 

平成 27 年 4月 東京歯科大学老年歯科補綴学講座助教（講座名称変更） 

平成 28 年 4月 東京歯科大学老年歯科補綴学講座講師 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・老年歯科補綴学、第３学年後期、咬合採得する下顎位と咬合採得法について、

1回 1.5 時間、23回中 1回担当、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編（うち英文 1編） 

・原著論文 1編（うち英文 1編） 

著書 1編 

学会発表 8編（うち英文 1編、うち筆頭 4編（うち英文 1編）） 

学会活動 東京歯科大学学会会員 
日本補綴歯科学会会員 
日本老年歯科医学会会員 
日本歯科医学会総会会員 

国際学会 European Prothodontic Association 

 



氏名 髙野 智史（たかの ともふみ） 
所属 老年歯科補綴学講座 
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、日本補綴歯科学会専門医 
職歴 平成 23年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座助教 

平成 27 年 4月 東京歯科大学老年歯科補綴学講座助教（講座名称変更） 

平成 29年 4月 東京歯科大学老年歯科補綴学講座講師 

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 1編） 

・原著論文 1編（うち英文 1編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

・症例報告 1編（うち筆頭 1編） 

学会発表 2編（うち筆頭 1編） 

学会活動 東京歯科大学学会会員 
日本補綴歯科学会会員 
日本老年歯科医学会会員 

国際学会  

 



氏名 太田 緑（おおた みどり） 
所属 老年歯科補綴学講座 
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 27 年 4月 東京歯科大学老年歯科補綴学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 1編 

学会活動 東京歯科大学学会会員 
日本補綴歯科学会会員 
日本老年歯科医学会会員 

国際学会  

 



氏名 和田 健（わだ たけし） 
所属 老年歯科補綴学講座 
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 27 年 4月 東京歯科大学老年歯科補綴学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 3編（うち英文 1編） 

学会活動 東京歯科大学学会会員 
日本補綴歯科学会会員 
日本老年歯科医学会会員 

国際学会  
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