
氏名 齋藤 淳（さいとう あつし） 
所属 歯周病学講座 
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、日本歯周病学会歯周病専門医、日本歯周病学会指導医、日本摂食・

嚥下リハビリテーション学会認定士、日本歯科保存学会歯科保存治療専門医、

日本歯科保存学会指導医 
職歴 平成 5年 11 月 東京歯科大学歯科保存学第二講座助手 

平成 6年 11 月 米国 New York州，State University of New York at Buffalo 

               Dept. of Oral Biology 客員研究者 

平成 10 年 4月 東京歯科大学歯科保存学第二講座講師 

平成 11 年 11月 齋藤歯科 副院長 

平成 11 年 11月 東京歯科大学歯科保存学第二講座非常勤講師 

平成 12 年 4月 宮城歯科衛生士学院（現・宮城高等歯科衛生士学院）副主事 

平成 15 年 4月 宮城高等歯科衛生士学院教務部長 

平成 18 年 4月 宮城高等歯科衛生士学院講師 

平成 19 年 9月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座講師 

平成 23 年 4月 東京歯科大学歯周病学講座教授 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・歯周療法学、第 4学年、1.5時間×28コマ、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 14 編（うち英文 13編） 

・原著論文 10編（うち英文 10編） 

・症例報告 4編（うち英文 3編） 

総説および解説論文 2編（うち筆頭 1編） 

著書 2編（うち筆頭 2編） 

その他 3編（うち英文 1編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会発表 22 編（うち英文 9編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会活動 日本歯周病学会常任理事 

日本歯科保存学会理事 

日本歯科医学教育学会 

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会評議員 

東京歯科大学学会評議員 

国際学会 International Association of Dental Research 

American Academy of Periodontology（日本歯周病学会国際交流委員会委員長） 

 



氏名 富田 幸代（とみた さちよ） 
所属 歯周病学講座 
職名 准教授 
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、日本歯周病学会専門医 
職歴 平成 17 年 7月 東京歯科大学千葉病院助手（診療教員） 

平成 19 年 4月 東京歯科大学千葉病院助教（診療教員）（職名変更） 

平成 23 年 5月 東京歯科大学歯周病学講座講師 

平成 28 年 4月 東京歯科大学歯周病学講座准教授 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・歯周療法学、第 4学年、各 1コマずつスライドにて講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 4編（うち英文 3編） 

・原著論文 2編（うち英文 1編） 

・症例報告 2編（うち英文 2編） 

学会発表 3編 

学会活動 日本歯周病学会評議員 
日本歯周病学会広報委員 
日本歯周病学会国際交流委員 
東京歯科大学学会評議員 

国際学会  

 



氏名 勢島 典（せしま ふみ） 
所属 歯周病学講座 
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、日本歯周病学会認定医、日本糖尿病協会歯科医師登録医 
職歴 平成 23 年 5月 東京歯科大学歯周病学講座助教 

平成 28 年 4月 東京歯科大学歯周病学講座講師 
教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 6編（うち英文 1編） 

学会活動 日本歯周病学会会員 

日本歯科保存学会会員 

東京歯科大学学会会員 
国際学会  

 



氏名 大井 麻子（おおい あさこ） 
所属 歯周病学講座 
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、日本歯周病学会専門医 
職歴 平成 23 年 5月 東京歯科大学千葉病院助教（診療教員） 

平成 26 年 4月 東京歯科大学歯周病学講座助教（配置替） 

平成 29年 4月 東京歯科大学歯周病学講座講師 

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 3編） 

・原著論文 3編（うち英文 3編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会発表 1編 

学会活動 日本歯周病学会会員 

東京歯科大学学会会員 
国際学会  

 



氏名 色川 大輔（いろかわ だいすけ） 
所属 歯周病学講座 
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、日本歯周病学会認定医 
職歴 平成 26 年 4月 東京歯科大学歯周病学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

大学院講義 

・大学院講義Ⅱ、薬物性歯肉増殖症の臨床について、1.5時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 2編（うち英文 2編） 

・臨床論文 1編（うち英文 1編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

・症例報告 1編（うち英文 1編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

・学会発表 3編（うち英文 1編） 

学会活動 日本歯周病学会一般会員 

国際学会  

 



氏名 江川 昌宏（えがわ まさひろ） 
所属 歯周病学講座 
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、日本歯周病学会認定医 
職歴 平成 26 年 4月 東京歯科大学歯周病学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

大学院講義 

・歯周病学、大学院生、担当 1コマ、歯周疾患の診断について、座学 

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 1編（うち英文 1編） 

・臨床論文 1編（うち英文 1編） 

・症例報告 1編（うち英文 1編） 

 

学会活動 日本歯周病学会一般会員 

日本口腔インプラント学会一般会員 

国際学会  

 



氏名 今村 健太郎（いまむら けんたろう） 
所属 歯周病学講座 
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 27年 4月 東京歯科大学歯周病学講座助教 
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  

 



氏名 喜田 大智（きた だいち） 

所属 歯周病学講座 

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 東京歯科大学歯周病学講座助教 

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  

 



氏名 鈴木 瑛一（すずき えいいち） 

所属 歯周病学講座 

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 東京歯科大学歯周病学講座助教 

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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