
氏名 福田 謙一（ふくだ けんいち） 
所属 口腔健康科学講座（障害者歯科・口腔顔面痛研究室） 
職名 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、日本歯科麻酔学会認定医・専門医、日本口腔顔面痛学会指導医、日

本障害者歯科学会認定医 
職歴 平成 2年 5月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助手 

平成 6年 1月 東京大学医学部麻酔学教室 医員 

平成 7年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助手 

平成 9年 11 月 米国・UCLA Harbor Medical Center麻酔科に研究留学 

平成 11 年 4月 東京歯科大学水道橋病院歯科麻酔科助手（配置替） 

平成 16 年 5月 東京歯科大学水道橋病院歯科麻酔科講師 

平成 17 年 4月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座講師（講座新設） 

平成 18 年 12月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座准教授（職名変更） 

平成 25 年 8月 東京歯科大学歯科麻酔学講座准教授（配置替） 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔健康科学講座 
（障害者歯科・口腔顔面痛研究室）教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・障害者歯科学、4学年、障害者概論・運動機能障害・各種症候群、4.5時間、

教科講義 

・歯科麻酔学、4 学年、障害者の麻酔・ペインクリニック、4.5 時間、教科講

義 

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 2編（うち英文 2編） 

・症例報告 1編 

総説および解説論文 6編（うち筆頭 1編） 

学会発表 16編（うち筆頭 3編） 

学会活動 日本歯科麻酔学会 
国際学会  

 



氏名 石田 瞭（いしだ りょう） 
所属 口腔健康科学講座（摂食嚥下リハビリテーション研究室） 
職名 教授 
最終学歴 昭和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 12 年 4月 昭和大学歯学部口腔衛生学助手 

平成 15 年 4月 岡山大学医学部・歯学部附属病院特殊歯科総合治療部講師 

平成 20 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 23 年 4 月 東京歯科大学摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療

支援科講師（配置替） 

平成 23 年 6 月 東京歯科大学摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療

支援科准教授 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔健康科学講座 
（摂食嚥下リハビリテーション研究室）教授 

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 武田 友孝（たけだ ともたか） 
所属 口腔健康科学講座（スポーツ歯学研究室） 
職名 准教授 
最終学歴 日本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、日本歯科補綴学会専門医・指導医、日本スポーツ歯科医学会認定医・

指導医 
職歴 昭和 62 年 4月 日本大学歯学部助手歯科補綴学 

平成 2年 4月 日本大学助手 歯学部歯科補綴学 

平成 10年 3月 The University of Sydney Faculty of Dentistry Biomaterials 

Science Unit 留学 

平成 11 年 4月 日本大学講師（歯学部歯科補綴学） 

平成 11 年 5月 東京歯科大学水道橋病院スポーツ歯科講師 

平成 14年 4月 東京歯科大学スポーツ歯学研究室講師 

（研究室新設に伴う配置替） 

平成 15 年 4月 東京歯科大学スポーツ歯学研究室助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学スポーツ歯学研究室准教授（職名変更） 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔健康科学講座 

（スポーツ歯学研究室）准教授（組織変更） 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・課題講義Ⅱ（スポーツ歯学）：歯学部 4 年，10 月 19・25 日，スポーツ歯学

総論およびマウスガード各論，3時間，講義 

・課題講義Ⅱ（スポーツ歯学）：歯学部 5 年，11 月 2・9 日，スポーツ歯学総

論およびマウスガード各論，3時間，講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 4編（うち英文 4編） 

・原著論文 4編（うち英文 4編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

総説および解説論文 3編（うち筆頭 3編） 

学会発表 27 編（うち英文 4編、うち筆頭 3編（うち英文 1編）） 

学会活動 日本大学歯学会会員 
日本補綴歯科学会会員 
日本顎口腔機能学会会員 
日本全身咬合学会会員 
日本スポーツ歯科医学会会員 
日本顎関節学会会員 
東京歯科大学学会会員 
日本臨床スポーツ医学会会員 
日本体力医学会会員 
日本外傷歯学会会員 
日本フットボール学会会員 
日本小児歯科学会会員 

国際学会 International Association of Dental Traumatology会員 

Academy for Sports Dentistry会員 

AACMD（アジア頭蓋下顎機能障害学会）会員 

 



氏名 杉山 哲也（すぎやま てつや） 
所属 口腔健康科学講座（摂食嚥下リハビリテーション研究室） 
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） 歯学博士 
資格 歯科医師、日本補綴歯科学会認定医、日本補綴歯科学会指導医、日本老年歯科

医学会認定医、日本老年歯科医学会指導医、日本摂食嚥下リハビリテーション

学会認定士 
職歴 平成元年 7月 東京歯科大学歯科補綴学第一講座助手 

平成 5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 23 年 4 月 東京歯科大学摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療

支援科講師（配置替） 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔健康科学講座 

（摂食嚥下リハビリテーション研究室）講師（組織変更） 

平成 28年 12月 東京歯科大学口腔健康科学講座 

（摂食嚥下リハビリテーション研究室）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 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 

日本顎関節学会 

日本老年歯科医学会 

摂食嚥下リハビリテーション学会 

障害者歯科学会 

日本口腔外科学会 

日本顎顔面インプラント学会 

日本歯科医学教育学会 
国際学会 International Association for Dental Research 

 



氏名 中島 一憲（なかじま かずのり） 
所属 口腔健康科学講座（スポーツ歯学研究室） 
職名 講師 
最終学歴 日本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、日本スポーツ歯科医学会認定医、日本補綴歯科学会専門医・指導医 
職歴 平成 9年 4月 日本大学歯学部歯学部助手局部床義歯学講座 

平成 10 年 1月 日本大学歯学部局部床義歯学講座医局員（非常勤） 

平成 10 年 4月 東京歯科大学水道橋病院スポーツ歯科非常勤講師 

平成 11 年 1月 東京歯科大学水道橋病院スポーツ歯科助手 

平成 14 年 4月 東京歯科大学スポーツ歯学研究室助手 

（研究室新設に伴う配置替） 

平成 18 年 2月 東京歯科大学スポーツ歯学研究室講師 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔健康科学講座 

（スポーツ歯学研究室）講師（組織変更） 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・課題講義Ⅱ（スポーツ歯学）：歯学部 4 年，10 月 19・25 日，スポーツ歯学

総論およびマウスガード各論，3時間，講義 

・課題講義Ⅱ（スポーツ歯学）：歯学部 5 年，11 月 2・9 日，スポーツ歯学総

論およびマウスガード各論，3時間，講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 4編（うち英文 4編） 

・原著論文 4編（うち英文 4編） 

総説および解説論文 3編 

学会発表 27 編（うち英文 4編、うち筆頭 2編） 

学会活動 日本大学歯学会会員 
日本補綴歯科学会会員 
日本顎口腔機能学会会員 
日本全身咬合学会会員 
日本スポーツ歯科医学会評議員 
日本顎関節学会会員 
東京歯科大学学会会員 
日本臨床スポーツ医学会会員 
日本体力医学会会員 
日本外傷歯学会会員 
日本フットボール学会会員 
日本小児歯科学会会員 
日本教育学会会員 

国際学会 International Association of Dental Traumatology会員 

Academy for Sports Dentistry会員 

AACMD（アジア頭蓋下顎機能障害学会）会員 

 



氏名 大久保 真衣（おおくぼ まい） 
所属 口腔健康科学講座（摂食嚥下リハビリテーション研究室） 
職名 講師 
最終学歴 昭和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 17 年 5月 東京歯科大学歯科放射線学講座助手 

平成 19 年 4月 東京歯科大学歯科放射線学講座助教（職名変更） 

平成 23 年 4 月 東京歯科大学摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療

支援科助教（配置替） 

平成 23 年 5 月 東京歯科大学摂食・嚥下リハビリテーション・地域歯科診療

支援科講師 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔健康科学講座 
（摂食嚥下リハビリテーション研究室）講師（組織変更） 

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 半沢 篤（はんざわ あつし） 

所属 口腔健康科学講座（障害者歯科・口腔顔面痛研究室） 

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 洛和会音羽病院歯科麻酔科医員 

平成 29 年 4月 東京歯科大学口腔健康科学講座 

（障害者歯科・口腔顔面痛研究室）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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