
氏名 後藤 多津子（ごとう たづこ） 
所属 歯科放射線学講座 
職名 教授 
最終学歴 九州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 4年 10 月 九州大学歯学部附属病院歯科放射線科医員 

平成 5年 4月 The University of British Columbia, Canada, Oral Biology, 

Postdoctoral Research Fellow 

平成 7 年 12 月 The Hospital for Sick Children, University of Toronto, 

Canada, Faculty of Medicine, Diagnostic Imaging, Clinical 

Observer 

平成 8年 4月 九州大学歯学部附属病院歯科放射線科医員 

平成 9年 2月 九州大学歯学部歯科放射線学講座助手 

平成 17 年 4月 九州大学歯学部附属病院歯科放射線科助手 

平成 19 年 4月 九州大学歯学部附属病院口腔画像診断科 助教 

平成 21 年 2月 九州大学歯学部附属病院口腔画像診断科 講師 

平成 22 年 11 月 Clinical Associate Professor, Chair of Diagnostic       

Imaging Unit Oral Radiology, Oral Diagnosis & 

Polyclinics, Faculty of Dentistry, The University of 

Hong Kong 

平成 27 年 9月 東京歯科大学歯科放射線学講座主任教授 

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 和光 衛（わこう まもる） 
所属 歯科放射線学講座 
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、日本歯科放射線学会専門医・指導医、日本歯科放射線学会認定医、

臨床修練指導歯科医 
職歴 昭和 63 年 11月 東京歯科大学歯科放射線学講座助手 

平成元年 4月 東京歯科大学歯科放射線学講座講師 

平成 4年 5月 米国・ルイビル大学歯学部（Dept. of Radiology and 

           Imaging Sciences）客員教授として留学 

平成 6年 6月 東京歯科大学歯科放射線学講座助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学歯科放射線学講座准教授（職名変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編（うち英文 1編） 

・症例報告 1編（うち英文 1編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

著書 1編（うち筆頭 1編） 

学会活動 日本歯科放射線学会評議員 

日本画像医学会会員 

日本顎関節学会会員 

国際学会 アメリカ歯科放射線学会会員（AAOMR） 

国際顎顔面放射線学会会員（IADMFR） 

 



氏名 音成 実佳（おとなり みか） 
所属 歯科放射線学講座 
職名 講師 
最終学歴 長崎大学歯学部 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 歯科医師、歯科放射線学会専門医および指導医、日本顎関節学会認定医および

指導医 
職歴 平成 7年 7月 昭和大学歯学部歯科放射線学教室助手 

平成 12 年 7月 Research fellow, Department of Radiology, Massachusetts 

Eye and Ear Infirmary, Harvard Medical School, Boston, USA 

平成 17 年 6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 6月 東京歯科大学歯科放射線学講座講師 

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 佐藤 晶子（さとう あきこ） 
所属 歯科放射線学講座 
職名 助教 
最終学歴 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 歯科医師、日本歯科放射線学会歯科放射線科認定医および歯科放射線科専門医 
職歴 平成 18 年 4月 東京医科歯科大学歯学部付属病院医員 

平成 24 年 4月 東京歯科大学歯科放射線学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 日本歯科放射線学会一般会員 
国際学会 International Association of Dento-Maxillo-Facial Radiology一般会員 

 



氏名 渡邉 素子（わたなべ もとこ） 

所属 歯科放射線学講座 

職名 助教 

最終学歴 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 

学位（修士・博士） 博士（歯学） 

資格 歯科医師 

職歴 平成 27 年 4月 東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科心身医療外来医員 

平成 28 年 4月 東京歯科大学歯科放射線学講座レジデント 

平成 29 年 4月 東京歯科大学歯科放射線学講座助教 

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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