
氏名 末石 研二（すえいし けんじ） 
所属 歯科矯正学講座 
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、日本矯正歯科学会認定医、日本矯正歯科学会指導医、日本顎関節学

会顎関節症専門医、日本顎関節学会顎関節症指導医 
職歴 昭和 57 年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座助手 

平成 14 年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座講師 

平成 17 年 3月 東京歯科大学歯科矯正学講座助教授 

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（講座新設） 

平成 19 年 10月 東京歯科大学歯科矯正学講座主任教授 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・第 4 学年前期、歯科矯正学、13:00-14:25、講義およびチュートリアル、3

科合同オスキー 

・第 3学年後期、歯科矯正学、10:35-12:00、講義およびチュートリアル 

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 4編（うち英文 2編） 

・臨床論文 1編 

・症例報告 3編 

総説および解説論文 2編（うち筆頭 1編） 

学会発表 47 編（うち英文 5編） 

学会活動 東京歯科大学学会会員 

東京歯科大学学会代議員 

日本矯正歯科学会会員 
日本矯正歯科学会代議員 
日本矯正歯科学会学術委員会委員 
日本矯正歯科学会卒後教育研修委員会委員 
日本矯正歯科学会指導管理医委員会委員長 
日本矯正歯科学会診療ガイドライン策定委員会委員 
日本矯正歯科学会臨床•疫学研究倫理審査委員会委員 
東京矯正歯科学会会員 
東京矯正歯科学会理事 
日本顎変形症学会会員 
日本顎変形症学会理事 
日本顎変形症学会学術委員会委員 
日本顎変形症学会倫理委員会委員長 
日本口蓋裂学会会員 
日本口蓋裂学会評議員 
日本口蓋裂学会会則検討委員会委員 
日本口蓋裂学会診療ガイドライン検討委員会委員 
日本口蓋裂学会診療ガイドライン IT 委員会委員長 
日本顎関節学会会員 
日本顎関節学会代議員 

国際学会 American Association of Orthodontist会員 

World Federation of Orthodontist 

 



氏名 宮崎 晴代（みやざき はるよ） 
所属 歯科矯正学講座 
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、日本矯正歯科学会認定医、日本矯正歯科学会指導医、日本矯正歯科

学会専門医 
職歴 昭和 59 年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座助手 

平成 8年 10 月 東京歯科大学水道橋病院矯正歯科助手（配置替） 

平成 15 年 6月 東京歯科大学水道橋病院矯正歯科講師 

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 25 年 8月 東京歯科大学歯科矯正学講座講師（配置替） 
教育業績 

（平成 28年度） 

大学院講義 

・大学院講義、1回、90分、歯科矯正学講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 9編（うち筆頭 2編） 

学会活動 日本矯正歯科学会代議員 
日本口蓋裂学会口蓋裂患者の治療ガイドライン作成ワーキンググループ委員 

国際学会  

 



氏名 坂本 輝雄（さかもと てるお） 
所属 歯科矯正学講座 
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） 歯学博士 
資格 歯科医師、一般社団法人日本矯正歯科学会認定医・指導医・専門医 
職歴 昭和 62 年 11月 東京歯科大学水道橋病院矯正歯科助手 

平成 7年 10 月  東京歯科大学歯科矯正学講座助手（配置替） 

平成 17 年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 4編（うち英文 2編） 

・原著論文 1編（うち英文 1編） 

・症例報告 3編（うち英文 1編） 

総説および解説論文 2編 

その他 2編（うち筆頭 2編） 

学会発表 19 編（うち英文 3編） 

学会活動 東京歯科大学学会会員 
日本矯正歯科学会会員 
日本矯正歯科学会専門医委員会委員 
日本矯正歯科学会代議員 
東京矯正歯科学会会員 
日本口蓋裂学会会員 
日本形成外科学会会員 
日本頭蓋顎顔面外科学会会員 
日本顎変形症学会会員 
日本臨床歯科医会アカデミック会員 
日本筋機能療法研究会会員 
日本筋機能療法研究会総務理事 

国際学会 American Association Orthodontists国際会員 

World Federation of Orthodontists国際会員 

 



氏名 野嶋 邦彦（のじま くにひこ） 
所属 歯科矯正学講座 
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） 歯学博士 
資格 歯科医師、日本矯正歯科学会認定医、日本矯正歯科学会指導医、臨床修練指導

歯科医、歯科医師臨床研修指導医、日本矯正歯科学会専門医 
職歴 昭和 60 年 12月 東京歯科大学歯科矯正学講座非常勤講師 

昭和 61 年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座助手 

平成 11 年 4 月 アメリカ合衆国、南カリフォルニア大学歯学部歯科矯正学講

座 Visiting Assistant Professorとして研究留学 

平成 17 年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・歯科矯正学、第 3,4学年、通年、歯科矯正学基礎臨床学、22.5時間、PBLチ

ュートリアル形式 

・歯科医学英語講読、第 2学年、12月 9日、1.5時間、一斉講義 

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 

・臨床論文 1編 

・症例報告 1編（うち英文 1編） 

総説および解説論文 1編 

学会発表 17編 

学会活動 東京歯科大学学会正会員 
日本矯正歯科学会正会員 
日本矯正歯科学会代議員 
東京矯正歯科学会正会員 
日本顎変形症学会正会員 
日本口蓋裂学会正会員 

国際学会 American Association of Orthodontists International member 

World Federation of Orthodontic 

 



氏名 片田 英憲（かただ ひでのり） 
所属 歯科矯正学講座 
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） 歯学博士 
資格 歯科医師、日本矯正歯科学会認定医、日本矯正歯科学会指導医、日本矯正歯科

学会専門医 
職歴 平成 2年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座助手 

平成 15 年 8 月 アメリカ合衆国南カリフォルニア大学歯学部矯正学講座リサ

ーチフェローとして研究留学 

平成 16年 10月 東京歯科大学歯科矯正学講座講師 

平成 19年 10月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座講師（配置替） 

平成 25年 8月 東京歯科大学歯科矯正学講座講師（配置替） 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・歯科矯正学、第 4学年、6月、矯正診断、4.5時間、PBL 

・歯科矯正学、第 3学年、12月、矯正診断、4.5時間、PBL 

大学院講義 

・歯科矯正学、大学院、2月、矯正シミュレーション、1.5時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編 

・臨床論文 1編 

学会発表 2編 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 西井 康（にしい やすし） 
所属 歯科矯正学講座 
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、日本矯正歯科学会認定医・指導医・専門医 
職歴 平成 10 年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座助手 

平成 19年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座助教（職名変更） 

平成 19 年 8月 Visiting professor in USCDS 

平成 26 年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・歯科矯正学、第 3・4学年、歯科矯正学、3時間、チュートリアル 

研究業績 

（平成 27年度） 

論文総数 4編（うち英文 2編） 

・原著論文 3編（うち英文 1編） 

・臨床論文 1編（うち英文 1編） 

総説および解説論文 2編 

プロシーディングス 3編 

学会発表 20 編（うち英文 3編） 

学会活動 東京歯科大学学会会員 

日本矯正歯科学会会員 

日本口蓋裂学会会員 

日本顎変形症学会会員 

バイオプログレッシブスタディクラブ会員 

Japanese Association for Dental Reserch 
国際学会 American Association of Orthodontists 

International Membership 

World Federation of Orthodontics 

Angle Orthodontic meeting 

Europian Orthodontic society 

International Association for Dental Reserch 

 



氏名 石井 武展（いしい たけのぶ） 
所属 歯科矯正学講座 
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、日本矯正歯科学会認定医 
職歴 平成 19 年 10月 東京歯科大学歯科矯正学講座助教 

平成 24 年 4月 Harvard School of Dental Medicine（Boston, USA）Visiting 

research fellow 

平成 25 年 4月 The Forsyth Institute (Boston, USA)Visiting research 

 fellow 

平成 28年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・第１学年人間生物学 

・第 3学年歯科矯正学チュートリアル 

・第 4学年歯科矯正学講義 

・第 4学年チュートリアル 

・登院実習講義（第 5学年） 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 8編（うち英文 5編） 

・原著論文 6編（うち英文 5編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

・症例報告 2編 

学会発表 14 編（うち英文 2編） 

学会活動 東京歯科大学学会会員 

日本矯正歯科学会会員 

東京矯正歯科学会会員 

顎変形症学会会員 

日本口蓋裂学会会員 

日本組織細胞化学会会員 

日本骨代謝学会会員 

日本歯科基礎学会会員 
国際学会 IADR会員 

CTOR会員 

 



氏名 立木 千恵（たちき ちえ） 
所属 歯科矯正学講座 
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 23 年 7月 東京歯科大学千葉病院助教（診療教員） 

平成 26 年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座助教 

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 12 編（うち英文 1編） 

学会活動 東京歯科大学学会会員 
日本矯正歯科学会会員 
日本矯正歯科学会医療問題検討委員 
東京矯正歯科学会会員 
日本顎関節学会会員 
日本口蓋裂学会会員 
日本顎変形症学会会員 
日本口腔筋機能療法学会編集理事 

国際学会  

 



氏名 安村 敏彦（やすむら としひこ） 
所属 歯科矯正学講座 
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、日本矯正歯科学会認定医 
職歴 平成 25年 4月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座助教 

平成 25 年 8月 東京歯科大学歯科矯正学講座助教（配置替） 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・歯科矯正学、3・4年生、通年、成長発育・矯正診断・矯正治療、10.5 時間、

テュートリアル 

大学院講義 

・病態学、大学院講義、9月 18日、歯牙移動の病態、1.5時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 1編 

学会活動 東京歯科大学学会会員 
日本矯正歯科学会会員 
東京矯正歯科学会会員 
日本口蓋裂学会会員 
顎関節症学会会員 
顎変形症学会会員 

国際学会  

 



氏名 森川 泰紀（もりかわ たいき） 
所属 歯科矯正学講座 
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 東京歯科大学歯科矯正学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

大学院講義 

・大学院講義Ⅰ、大学院 2年、9月 15日、病態学、1.5時間、講義 

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、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会発表 1編 

学会活動 東京歯科大学学会会員 
日本矯正歯科学会会員 
東京矯正歯科学会会員 
日本顎変形症学会会員 

国際学会  

 



氏名 海老澤 朋宏（えびさわ ともひろ） 

所属 歯科矯正学講座 

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 東京歯科大学歯科矯正学講座助教 

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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