
氏名 矢島 安朝（やじま やすとも） 
所属 口腔インプラント学講座 
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 60 年 11月 東京歯科大学口腔外科学第一講座助手 

昭和 62 年 4月 東京歯科大学水道橋病院口腔外科助手（配置替） 

昭和 63 年 4月 東京歯科大学口腔外科学第一講座助手（配置替） 

平成 2年 4月 東京歯科大学水道橋病院口腔外科助手（配置替） 

平成 2年 11 月 東京歯科大学水道橋病院口腔外科講師 

平成 3年 4月 東京歯科大学口腔外科学第一講座講師（配置替） 

平成 7年 11 月 ドイツ・Hannover医科大学口腔顎顔面外科学教室留学 

平成 17 年 3月 東京歯科大学口腔外科学第一講座助教授 

平成 17 年 4月 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科助教授 

（診療科新設に伴う配置替） 

平成 18 年 10月 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学研究室主任教授 

（組織名称変更） 

平成 21 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座主任教授 

（組織名称変更） 

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 伊藤 太一（いとう たいち） 
所属 口腔インプラント学講座 
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、日本歯周病学会専門医・指導医、日本口腔インプラント学会専門医 
職歴 平成 10 年 10月 東京歯科大学歯科保存学第二講座助手採用 

平成 17 年 4月 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科助手（配置替） 

平成 19 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学研究室助教 

（組織名称変更・職名変更） 

平成 20 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学研究室講師 

平成 21 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座講師（組織名称変更） 

平成 28 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座准教授 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・第 4学年インプラント学講義・実習 

研究業績 

（平成 27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） 

総説および解説論文 1編（うち筆頭 1編） 

プロシーディンス 2編（うち筆頭 2編） 

学会発表 4編 

学会活動 日本歯周病学会 

日本口腔インプラント学会 

日本口腔検査学会一般会員 

日本顎顔面インプラント学会一般会員 
国際学会 IADR一般会員 

WCOI一般会員 

AAID一般会員 

 



氏名 古谷 義隆（ふるや よしたか） 
所属 口腔インプラント学講座 
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、日本顎顔面インプラント学会指導医・専門医 
職歴 平成 18 年 8月 東京歯科大学千葉病院口腔インプラント科助手（診療教員）

平成 19 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学研究室助教 

（組織名称・職名変更） 

平成 21 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座助教（組織名称変更） 

平成 24 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座講師 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・口腔インプラント学講義、第 4 学年、インプラント関連外科処置、11 月 28

日講義、1.5 時間 

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） 

総説および解説論文 1編 

学会発表 5編 

学会活動 日本口腔外科学会 

日本口腔インプラント学会 

日本顎顔面インプラント学会審議運営委員 

日本顎顔面インプラント学会学会誌編集委員 

東京歯科大学学会 
国際学会 国際口腔顎顔面外科学会 

アジア口腔顎顔面外科学会 

 



氏名 本間 慎也（ほんま しんや） 
所属 口腔インプラント学講座 
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、日本口腔インプラント学会口腔インプラント専門医 
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 21 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座助教（配置替） 

平成 24 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座講師 

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 3編） 

・原著論文 3編（うち英文 3編） 

学会発表 5編 

学会活動 日本口腔インプラント学会代議員 
国際学会  

 



氏名 佐々木 穂高（ささき ほだか） 
所属 口腔インプラント学講座 
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 21 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座助教 

平成 25 年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座講師 

平成 29 年 4月 米国・カルフォルニア大学ロサンゼルス校歯学部 

ワイントロープ再建生体工学センターへ学外研究 

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 IADR（Internationl Association of Dental Research） 

 



氏名 高梨 琢也（たかなし たくや） 
所属 口腔インプラント学講座 
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、日本口腔インプラント学会専修医、日本

口腔インプラント学会専門医 
職歴 平成 24年 4月 東京歯科大学口腔臨床健康科学講座助教 

平成 26年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座助教（配置替） 

平成 29年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編（うち英文 1編） 

・原著論文 1編（うち英文 1編） 

学会発表 6編（うち英文 1編、うち筆頭 1編） 

学会活動 東京歯科大学学会 

日本補綴歯科学会 

日本口腔インプラント学会 

日本顎顔面インプラント学会 

日本老年歯科学会 
国際学会  

 



氏名 守 源太郎（もり げんたろう） 
所属 口腔インプラント学講座 
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 東京歯科大学水道橋病院助教（診療教員） 

平成 28年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座助教（配置替） 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編 

・原著論文 1編 

学会発表 2編（うち英文 1編） 

学会活動 日本口腔インプラント学会 

日本顎顔面インプラント学会 

日本歯周病学会 

国際学会  

 



氏名 平野 友基（ひらの ともき） 

所属 口腔インプラント学講座 

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 東京歯科大学口腔インプラント学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  

国際学会  
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