
氏名 野村 武史（のむら たけし） 
所属 オーラルメディシン・口腔外科学講座 
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） 博士（歯学） 
資格 歯科医師、（社）日本口腔外科学会専門医・指導医、日本がん治療認定医機構 

暫定教育医（歯科口腔外科）、日本がん治療認定医機構認定医（歯科口腔外科）、

日本口腔腫瘍学会暫定口腔がん指導医、日本口腔科学会認定医・指導医 
職歴 平成 12 年 4月 東京歯科大学口腔外科学第一講座助手 

平成 17 年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座助手 

（講座統合に伴う講座名称変更） 

平成 18 年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座講師 

平成 21 年 7月 カナダ・ブリティッシュコロンビア大学歯学部 Oral 

 Biological and Medical Scienceに post doctoral fello 

として研究留学 

平成 25 年 7月 東京歯科大学口腔外科学講座准教授 

平成 26 年 7月 東京歯科大学口腔がんセンター准教授 

平成 27 年 4月 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座主任教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・オーラルメディシン学、4 年前期、総論、全身疾患との関連、口腔粘膜疾患、

チーム医療等、12時間、講義 

・薬理学、2年後期、がん化学療法薬、1.5時間、講義 

・コミュニケーション学、1年前期、総合病院歯科、1.5時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 10 編（うち英文 3編） 

・原著論文 4編（うち英文 2編） 

・臨床論文 3編 

・症例報告 3編（うち英文 1編） 

総説および解説論文 13編（うち筆頭 5編） 

著書 1編（うち筆頭 1編） 

その他 1編（うち筆頭 1編） 

学会発表 53 編（うち英文 1編、うち筆頭 5編） 

学会活動 東歯学会評議員 

日本口腔内科学会理事 

日本口腔診断学会理事 

日本口腔外科学会会員代議員 

日本口腔科学会会員評議員 

日本顎顔面外傷学会評議員 

日本頭腫瘍頸部学会会員 

日本口腔腫瘍学会会員 

日本癌学会会員 

日本癌治療学会会員 

日本顎顔面外傷学会 

日本有病者歯科学会 

日本老年歯科医学会 

日本口腔ケア学会 

日本顎顔面インプラント学会会員 

日本歯科医師会準会員 

日本顎変形症学会 
国際学会 The International Association for Dental Research 学会会員 



Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgions 会員 

 



氏名 佐藤 一道（さとう かずみち） 
所属 オーラルメディシン・口腔外科学講座 
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、日本口腔外科学会専門医、日本睡眠学会認定歯科医、日本がん治療

認定医機構暫定教育医、日本がん治療認定医機構認定医、日本口腔診断学会認

定医、日本口腔外科学会指導医、日本口腔顔面痛学会指導医、専門医、日本睡

眠歯科学会指導医、認定医日本口腔診断学会指導医 
職歴 平成 15 年 4月 亀田総合病院歯科口腔外科医員 

平成 16 年 4月 東京歯科大学オーラルメディシン講座助手 

平成 17 年 4月 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座助手 

（講座名称変更） 

平成 19 年 4月 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座助教 

（職名変更） 

平成 20 年 4月 東京歯科大学口腔がんセンター助教（配置替） 

平成 22 年 4月 東京歯科大学口腔がんセンター講師 

平成 26 年 6 月 アメリカ合衆国カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校歯学

部オーラルメディシン・口腔顔面痛講座 visiting scholar

として留学 

平成 27 年 6月 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座講師 

（配置替） 

平成 28 年 4月 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座准教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・オーラルメディシン・口腔外科学講座、PBL形式講義 

大学院講義 

・大学院生に対しては毎月一回のミーティングを開催し、講義と討論を行った。

テーマの違いにかかわらず院生全員の出席を義務とし、研究全般の理解を深

めることを目的とした。その結果を講座会の時にプレゼンテーションさせ

た。 

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 1編（うち英文 1編） 

総説および解説論文 1編（うち英文 1編） 

プロシーディングス 1編（うち筆頭 1編） 

その他 1編（うち筆頭 1編） 

学会発表 20 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 

日本口腔外科学会 

日本口腔腫瘍学会 

日本頭頸部癌学会 

日本口腔顔面痛学会 

日本口腔科学会 

日本口腔診断学会 

日本睡眠歯科学会 

日本睡眠学会 

日本有病者歯科医療学会 

日本癌治療学会 

日本口腔内科学会 
国際学会 アジア口腔顎顔面外科学会 



国際口腔顎顔面外科学会 

IADR（International Association for Dental Rsearch） 

 



氏名 澁井 武夫（しぶい たけお） 
所属 オーラルメディシン・口腔外科学講座 
職名 講師 
最終学歴 日本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、日本口腔外科学会認定専門医、国際口腔外科専門医、日本口腔科学

会認定医、ICDインフェクションコントロールドクター 
職歴 平成 17 年 10月 東京歯科大学口腔外科学講座助手 

平成 19 年 4月 埼玉県立小児医療センター 

平成 19 年 10月 東京歯科大学口腔外科学講座助教 

平成 23 年 7月 東京歯科大学口腔外科学講座講師 

平成 23 年 8月 北京大学口腔医学院留学 

平成 25 年 4月 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座講師 

（配置替） 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・課題講義、摂食嚥下、第 4学年、唇顎口蓋裂における摂食嚥下・構音障害、

1時間、講義 

・オーラルメディシン学、第 4学年、3時間、PBL 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 4編 

・原著論文 1編 

・臨床論文 2編 

・症例報告 1編 

総説および解説論文 3編（うち筆頭 1編） 

学会発表 16 編（うち筆頭 2編） 

学会活動 日本口腔外科学会 

日本口蓋裂学会 

日本口腔科学会 

日本障害者歯科学会 

日本顎変形症学会 

バイオインテグレーション学会（評議員） 

日本口腔内科学会 

日本歯科医学会 

東京歯科大学学会 
国際学会 アジア口腔外科学会 

 



氏名 酒井 克彦（さかい かつひこ） 
所属 オーラルメディシン・口腔外科学講座 
職名 講師 
最終学歴 神奈川歯科大学歯学部 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 歯科医師、（社）日本口腔外科学会認定口腔外科専門医、日本摂食・嚥下リハ

ビリテーション学会認定士、日本老年歯科医学会認定医 
職歴 平成 24 年 4月 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座助教 

平成 29年 4月 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・課題講義、摂食と嚥下、5年、悪性腫瘍と摂食嚥下障害、1 時間、講義 

・オーラルメディシン学：4 年、3時間、PBL 

研究業績 

（平成 28度） 

論文総数 1編 

・原著論文 1編 

総説および解説論文 1編（うち筆頭 1編） 

学会発表 19編（うち英文 1編、うち筆頭 4編（うち英文 1編）） 

学会活動 日本口腔外科学会 

日本口腔内科学会 

日本老年歯科学会 

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会 
国際学会  

 



氏名 三條 祐介（さんじょう ゆうすけ） 
所属 オーラルメディシン・口腔外科学講座 
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、ACLS 取得、日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士、BLS取得、

日本口腔外科学会認定医 
職歴 平成 26 年 4月 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

大学院講義 

・第 1学年 

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 17編（うち筆頭 1編） 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 河地 誉（かわち ほまれ） 
所属 オーラルメディシン・口腔外科学講座 
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 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

複合講義(産婦人科と合同講義)、4年後期 1.5時間 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 16 編 

学会活動  
国際学会  
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