
氏名 柴原 孝彦（しばはら たかひこ） 
所属 口腔顎顔面外科学講座 
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） 歯学博士 
資格 歯科医師、日本口腔外科学会専門医・指導医、顎顔面インプラント学会認定医、

日本老年歯科医学会老年歯科専門医、日本がん治療認定機構（暫定教育医）、

日本有病者歯科医療学会指導医、外国人臨床修練指導歯科認定医、インフェク

ションコントロールドクター認定医 
職歴 昭和 59 年 12月 東京歯科大学口腔外科学第一講座助手 

昭和 61 年 7月 国立東京第二病院歯科口腔外科 

平成元年 8月 東京歯科大学口腔外科学第一講座講師 

平成 5年 6月 ドイツ・ハノーバー医科大学に留学 

平成 12 年 6月 東京歯科大学口腔外科学第一講座助教授 

平成 16 年 8月 東京歯科大学口腔外科学第一講座主任教授 

平成 17 年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座主任教授 

（講座統合に伴う講座名称変更） 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座主任教授 

（講座再編に伴う講座名称変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・口腔外科学、第 4学年、総論、90分、講義ｘ４回 

・口腔外科学、第 4学年、手術学総論、90分、講義ｘ２回 

・口腔外科学、第 4学年、腫瘍、90分、講義ｘ２回 

・口腔外科学、第 4学年、非歯原性嚢胞、90分、講義 

・口腔外科学、第 4学年、非歯原性腫瘍、90分、講義 

・口腔外科学、第 4学年、腫瘍類似疾患、90分、講義 

・口腔外科学、第 4学年、唾液腺疾患、90分、講義 

・口腔外科学、第 4学年、腫脹をきたす疾患、90分、講義 

・口腔外科学、第 4学年、腫脹をきたす疾患、90分、講義 

・口腔外科学、第 4学年、疼痛をきたす疾患、90分ｘ２、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 14編（うち英文 4編） 

・原著論文 5編（うち英文 3編） 

・臨床論文 1編 

・症例報告 8編（うち英文 1編） 

総説および解説論文 9編（うち筆頭 8編） 

学会発表 53 編 

学会活動 東京歯科大学学会理事 
日本口腔外科学会理事 
日本口腔科学会理事 
日本頭頚部腫瘍学会評議員 
日本口腔腫瘍学会理事 
日本癌学会会員 
日本癌治療学会評議員 
日本老年歯科医学会評議員 
日本有病者学会評議員 
日本小児口腔外科学会理事 
日本顎顔面インプラント学会評議員 

国際学会 The International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons member  

The American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons member 



The Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons member 

 



氏名 高野 正行（たかの まさゆき） 
所属 口腔顎顔面外科学講座 
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） 歯学博士 
資格 歯科医師、口腔外科学会専門医・指導医 
職歴 昭和 62 年 6月 東京歯科大学口腔外科学第一講座助手 

平成 2年 4月 東京歯科大学水道橋病院口腔外科助手 

平成 8年 10 月 東京歯科大学水道橋病院口腔外科講師 

平成 15 年 4月 東京歯科大学水道橋病院口腔外科助教授 

平成 17年 4月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座助教授 

（講座再編に伴う講座名称変更） 

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 東京歯科大学口腔外科学講座准教授（配置替） 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座准教授 

（講座再編に伴う講座名称変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・口腔顎顔面外科学、第４学年、顎顔面変形症、90分、2コマ 

・０期講義、医療安全、第５学年、60分、1コマ 

・０期講義、個人情報保護、第５学年、60分、１コマ 

・医療管理学、感染予防、第４学年、90分、1コマ 

大学院講義 

・大学院共通講義、外科系「咬合学」、90分、1コマ 

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 1編（うち英文 1編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

・臨床論文 1編（うち英文 1編） 

・症例報告 6編（うち英文 3編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

総説および解説論文 2編（うち筆頭 2編） 

著書 1編（うち筆頭 1編） 

学会発表 20 編（うち英文 2編、うち筆頭 2編（うち英文 2編）） 

学会活動 日本歯科医学会会員 
日本口腔外科学会代議員 
日本口腔外科学会関東地方会評議員 
日本口腔科学会 
日本癌学会会員 
日本癌治療学会会員 
日本頭頚部癌学会会員 
日本口腔腫瘍学会評議員 
日本顎変形症学会理事 
日本顎変形症学会評議員 
日本歯科矯正学会会員 
日本老年歯科学会 
日本歯科薬物療法学会会員 
日本口腔診断学会評議員 
日本顎顔面インプラント学会指導医 
日本口腔内科学会会員 
日本口腔病理学会会員 
日本顎顔面再建デジタルテクノロジー学会理事長 

国際学会 The International Association of Dental Research会員 



The International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons会員 

The Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons会員 

Advanced Digital Technology Head and Neck Reconstruction 役員 

 



氏名 髙木 多加志（たかき たかし） 
所属 口腔顎顔面外科学講座 
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） 歯学博士 
資格 歯科医師、日本口腔外科学会認定医制度による口腔外科専門医・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） 
職歴 昭和 61 年 10月 東京歯科大学口腔外科学第一講座助手 

平成 2年 11 月 東京歯科大学口腔外科学第一講座講師 

平成 3年 4月 東京歯科大学水道橋病院口腔外科講師（配置替） 

平成 6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 17 年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座講師 

（講座統合に伴う講座名称変更） 

平成 17 年 6月 東京歯科大学口腔外科学講座助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座准教授（職名変更） 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座准教授 

（講座再編に伴う講座名称変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

総説および解説論文 1編（うち筆頭 1編） 

学会発表 14 編 

学会活動 東京歯科大学学会会員 
東京歯科大学学会会員評議員 
東京歯科大学学会会員プログラム委員 
日本口腔外科学会会員 
日本口腔外科学会代議員 
日本口腔科学会会員 
日本顎変形症学会会員 
日本顎変形症学会編集査読委員 
日本矯正歯科学会会員 
日本顎顔面再建先進テクノロジー学会会員 
日本顎顔面再建先進テクノロジー学会評議員 

国際学会 アジア口腔顎顔面外科学会会員 

国際口腔顎顔面外科学会 

 



氏名 神尾 崇（かみお たかし） 
所属 口腔顎顔面外科学講座 
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 19 年 10月 東京歯科大学歯科放射線学講座助教 

平成 25 年 8月 東京歯科大学歯科放射線学講座講師 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座講師（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 

総説および解説論文 2編（うち筆頭 1編） 

学会発表 5編（うち筆頭 1編） 

学会活動 日本口腔外科学会会員 
日本歯科放射線学会会員 
日本顎変形症学会会員 
日本顔学会会員 
日本矯正歯科学会会員 
東京歯科大学学会会員 
日本口腔科学会会員 
日本頭頸部癌学会会員 
日本画像医学会会員 
日本口腔インプラント学会会員 
バイオインテグレーション学会会員 
日本歯内療法学会会員 
日本歯科保存学会会員 
日本画像医学会会員 

国際学会 アジア口腔外科学会会員 

Japanese Association for Dental Research会員 

 



氏名 渡邊 章（わたなべ あきら） 
所属 口腔顎顔面外科学講座 
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、口腔外科専門医 ICLS 

職歴 平成 20 年 4月 東京都立府中病院歯科口腔外科常勤的非常勤歯科医師 

平成 21 年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座助教 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座講師 

（講座再編に伴う講座名称変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・口腔外科学、第 4学年、5月 12日、３.顎顔面の発生と疾患、約１３０名、

90分、座学 

・口腔外科学、第 4学年、5月 19日、４.口唇・口蓋裂、約１３０名、90分、

座学 

・口腔外科学、第 4学年、1月 26日、唾液腺疾患、約１３０名、90分、座学 

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 1編（うち英文 1編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

・症例報告 2編 

総説および解説論文 2編 

学会発表 11 編 

学会活動 口腔外科学会会員 
日本口蓋裂学会会員 
日本口蓋裂学会学術調査委員 
日本頭蓋顎顔面外科学会会員 
日本顎変形症学会会員 

国際学会 International Cleft Palate Foundation会員 

 



氏名 恩田 健志（おんだ たけし） 
所属 口腔顎顔面外科学講座 
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、公益社団法人日本口腔外科学会指導医・専門医、一般社団法人日本

がん治療認定医機構暫定教育医（歯科口腔外科）・がん治療認定医（歯科口腔

外科）、一般社団法人日本顎関節学会暫定指導医、 公益社団法人日本化学療法

学会抗菌化学療法認定歯科医師・抗菌薬臨床試験認定医、一般社団法人日本老

年歯科医学会認定医、ＩＣＤ制度協議会インフェクションコントロールドクタ

ー（日本化学療法学会推薦）、一般社団法人日本旅行医学会認定医、旅行業務

取扱管理者、日本救急医学会認定・ＩＣＬＳ、ＢＬＳ、臨床研修指導歯科医、

麻薬使用者免許 
職歴 平成 21 年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座助教 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

大学院講義 

・口腔外科学、大学院生、プロテオミクス解析による口腔扁平上皮癌の転移関

連遺伝子群の探索、約 40人、1.5時間、講義・実習 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 8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（うち筆頭 1編） 

・症例報告 5編（うち英文 1編） 

総説および解説論文 4編 

学会発表 17 編（うち英文 4編、うち筆頭 4編） 

学会活動 日本口腔外科学会 
日本口腔科学会 
日本癌学会 
日本頭頸部癌学会 
日本口腔腫瘍学会 
日本放射線腫瘍学会 
東京歯科大学学会 
日本旅行医学会 
日本化学療法学会 
日本顎関節学会 
日本有病者歯科医療学会 
日本老年歯科学会 
日本顎顔面インプラント学会 
日本口腔内科学会 

国際学会 アジア口腔顎顔面外科学会 

 



氏名 成田 真人（なりた まさと） 
所属 口腔顎顔面外科学講座 
職名 講師 
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、日本口腔外科学会認定専門医 
職歴 平成 18 年 4月 東京都立大塚病院口腔科常勤歯科医師 

平成 22 年 4月 東京都立大塚病院口腔科非常勤歯科医師 

平成 23 年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座助教 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座助教 

（講座再編による名称変更） 

平成 29 年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座講師 

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 1編（うち英文 1編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

・臨床論文 2編 

総説および解説論文 3編（うち筆頭 1編） 

学会発表 7編（うち筆頭 2編） 

学会活動 日本口腔外科学会会員 
日本口蓋裂学会会員 
日本顎変形症学会会員 
診療ガイドライン策定委員 

国際学会  

 



氏名 山本 信治（やまもと のぶはる） 

所属 口腔顎顔面外科学講座 

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  

職歴 平成 17 年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座助手 

平成 19 年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座助教（職名変更） 

平成 21 年 4月 中国・北京大学口腔医学院顎顔面口腔外科学に研究留学 

平成 23 年 5月 東京歯科大学口腔外科学講座講師 

平成 24 年 4月 東京歯科大学市川総合病院口腔がんセンター講師（配置替） 

平成 25 年 6月 東京歯科大学口腔外科学講座講師（配置替） 

平成 26 年 10月 東京歯科大学口腔外科学講座准教授 

平成 26 年 11月 神奈川歯科大学大学院歯学研究科歯学教育学講座准教授 

平成 29 年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座講師 

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 山村 哲生（やまむら てつお） 
所属 口腔顎顔面外科学講座 
職名 助教 
最終学歴 東京歯科大学 
学位（修士・博士）  
資格 歯科医師 
職歴 平成 25年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座助教 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座助教 

（講座再編による名称変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編 

・症例報告 1編 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 森川 貴迪（もりかわ たかみち） 
所属 口腔顎顔面外科学講座 
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、日本口腔外科学会認定医 
職歴 平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・口腔外科朝講義、口腔外科学、5学年、0.5（時間）×10（コマ）、唾液腺腫

瘍はまれではあるが、重要な疾患の一つである。本講義では、４年生までの

知識の確認と臨床についての診断・治療について講義をした 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 7編（うち筆頭 3編） 

学会活動 口腔外科学会 
口腔腫瘍学会 
頭頸部癌学会 
日本癌治療学会 

国際学会  

 



氏名 吉田 秀児（よしだ しゅうじ） 
所属 口腔顎顔面外科学講座 
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、ICLS 日本口腔外科学会専門医 
職歴 平成 23 年 4月 東京都立大塚病院口腔科医員 

平成 27 年 8月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

大学院講義 

・口腔外科学（材料学）、大学院生、12月 2日、3Dプリンターの臨床応用、約

60名、90分間、座学 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 5編 

学会活動 日本口腔外科学会会員 
日本口腔科学会会員 
日本口蓋裂学会会員 
日本顎変形症学会会員 
日本歯科教育学会会員 
日本顎顔面再建先進デジタルテクノロジー学会会員 

国際学会 アジア口腔顎顔面外科学会会員 

 



氏名 大野 啓介（おおの けいすけ） 
所属 口腔顎顔面外科学講座 
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、口腔外科認定医 ICLS 
職歴 平成 24 年 4月 東海大学医学部外科学系口腔外科学臨床助手 

平成 28年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

大学院講義 

・口腔外科、大学院、口腔がんにおける新たなリスクファクター～愛のコミュ

ニケーションが癌化を招いている！？～、30名、60分、座学 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 8編 

学会活動 日本口腔外科学会会員 
日本口腔診断学会会員 
日本口腔腫瘍学会会員 
日本口腔感染症学会会員 

国際学会  

 



氏名 関根 理予（せきね りよ） 
所属 口腔顎顔面外科学講座 
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、日本口腔外科学会認定医，日本救急医学認定・ICLS・BLS、臨床研

修指導歯科医、麻薬使用者免許 

職歴 平成 25 年 4月 東海大学八王子病院口腔外科臨床助手 

平成 26 年 4月 東海大学医学部外科学系口腔外科学臨床助手 

平成 28年 4月 東京歯科大学口腔顎顔面外科学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

大学院講義 

・口腔外科学、大学院生、早期口腔癌における Narrow Band Imaging (NBI®) シ

ステム搭載拡大内視鏡で描出された上皮乳頭内毛細血管ループ

（Intrapapillary  Capillary  Loop : IPCL）に関する研究、約４０人、1.5

時間、講義・実習 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 11 編 

学会活動 日本口腔外科学会 
日本口腔科学会 
日本頭頚部癌学会 
日本口腔腫瘍学会 
東京歯科大学学会 
日本有病者歯科医療学会 
日本老年歯科学会 
日本口腔診断学会 

国際学会 アジア口腔顎顔面外科学会 
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