
氏名 山下 秀一郎（やました しゅういちろう） 
所属 パーシャルデンチャー補綴学講座 
職名 教授 
最終学歴 東京医科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、日本補綴歯科学会認定医、日本補綴歯科学会指導医、日本顎関節学

会認定医、日本顎関節学会指導医、臨床修練指導歯科医、日本口腔インプラン

ト学会認証医、日本口腔インプラント学会専門医 
職歴 昭和 63 年 4月 東京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第１講座医員 

平成 4年 4月 東京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第１講座助手 

平成 9年 4月 米国テキサス大学ヘルスサイエンスセンターサンアントニオ校

歯科矯正学講座博士研究員として研究留学 

平成 11 年 4月 松本歯科大学歯学部歯科補綴学第１講座講師 

平成 13 年 12月 松本歯科大学総合診療科助教授 

平成 14 年 4月 松本歯科大学総合歯科医学研究所顎口腔機能制御学部門（兼）

助教授 

平成 15 年 4月 松本歯科大学大学院顎口腔機能制御学講座、総合診療科（兼） 

助教授 

平成 16 年 2月 松本歯科大学大学院顎口腔機能制御学講座、総合診療科（兼） 

教授 

平成 19 年 2月 松本歯科大学歯学部歯科補綴学第２講座（兼）教授 

平成 23 年 4月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座教授 

平成 23 年 11月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座主任教授 

平成 27 年 4月 東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座主任教授 

（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 

・歯科補綴学総論、第 3学年、補綴装置の概要、歯科補綴における診察と診断、

歯科補綴治療計画を左右する因子、補綴装置の要件、下顎運動を理解するた

めの基礎知識、下顎運動と下顎位、顎間関係の記録、咬合器の操作、歯の欠

損に由来する顎口腔系の変化、歯の欠損様式と義歯の分類、義歯に加わる力

への対応、支台装置、1コマ×13回、配付資料、スライドを用いた講義 

・局部床義歯補綴学（講義）、第 4 学年、連結装置、義歯床、歯科補綴治療計

画を左右する因子、治療の流れ、義歯の設計、前処置、印象採得、義歯の咬

合、咬合採得、フレームワーク、義歯用材料、金属同士の連結固定法、人工

歯排列と蝋義歯、アタッチメント・その他の義歯、義歯の重合・研磨、義歯

の装着・調整、義歯装着後の変化と対応、１～４コマ×10回（計 16コマ）、

配付資料、スライドを用いた講義 

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） 

総説および解説論文 3編（うち筆頭 2編） 

著書 1編 

学会発表 14編（うち英文 5編、うち筆頭 1編） 

学会活動 口腔病学会 

日本補綴歯科学会東京支部理事 

日本補綴歯科学会編集委員会委員 

日本顎関節学会 

日本歯科医学教育学会 

日本口腔インプラント学会 

東京歯科大学学会評議員 



国際学会 International College of Prosthodontists 

International Association for Dental Research 

 



氏名 田坂 彰規（たさか あきのり） 
所属 パーシャルデンチャー補綴学講座 
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、日本補綴歯科学会専門医、日本老年歯科医学会専門医・指導医、日

本口腔インプラント学会専修医 
職歴 平成 20 年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座助教 

平成 25 年 4月 東京歯科大学有床義歯補綴学講座講師 

平成 27 年 4月 東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座講師（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（うち英文 1編） 

・原著論文 1編（うち英文 1編） 

学会発表 4編（うち英文 1編、うち筆頭 3編（うち英文 1編）） 

学会活動 東京歯科大学学会 

日本補綴歯科学会 

日本顎関節学会 

日本老年歯科医学会 

日本口腔インプラント学会 

日本歯周病学会 
国際学会 IADR 

 



氏名 森岡 俊行（もりおか としゆき） 
所属 パーシャルデンチャー補綴学講座 
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、日本口腔インプラント学会専修医、日本口腔インプラント学会専門

医 
職歴 平成 25年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座助教 

平成 28年 12月 東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座助教（配置替） 

平成 29 年 4月 東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 5編 

学会活動 日本口腔インプラント学会 
日本顎顔面インプラント学会 

国際学会  

 



氏名 古屋 克典（ふるや かつのり） 
所属 パーシャルデンチャー補綴学講座 
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、日本補綴歯科学会専門医、日本口腔インプラント学会認証医、日本

口腔インプラント学会専門医 
職歴 平成 25年 4月 東京歯科大学口腔臨床健康科学講座助教 

平成 26年 4月 東京歯科大学口腔インプラント学講座助教（配置替） 

平成 29年 4月 東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座助教（配置替） 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 日本口腔インプラント学会 

日本補綴歯科学会 

日本顎顔面インプラント学会 
国際学会  

 



氏名 中村 恵子（なかむら けいこ） 
所属 パーシャルデンチャー補綴学講座 
職名 助教 
最終学歴 新潟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 東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座助教 

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 大平 真理子（もりおか としゆき） 
所属 パーシャルデンチャー補綴学講座 
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 東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座助教 

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 齋藤 研太（さいとう けんた） 
所属 パーシャルデンチャー補綴学講座 
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 29 年 4月 東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講座助教 

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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