
氏名 片倉 朗（かたくら あきら） 
所属 口腔病態外科学講座 
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、（公社）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、（一社）がん治療認定医機構暫定教育医（歯科口腔外科）、（一社）日本老

年歯科医学会認定医・指導医、日本顎顔面インプラント学会認定医・指導医、

（一社）日本口腔腫瘍学会暫定口腔がん指導医、日本口腔診断学会認定医・指

導医、（一社）日本有病者歯科医療学会認定医・指導医、（一社）日本顎関節学

会暫定指導医、日本口腔内科学会認定医・指導医、日本口腔科学会認定医・指

導医、ICD制度協議会によるｲﾝﾌｪｸｼｮﾝ・ｺﾝﾄﾛｰﾙ・ﾄﾞｸﾀｰ、（一社）日本救急医学

会 ICLS 修了、American Heart Association Healthcare Provider、麻薬施用

者免許 

職歴 平成 2年 4月 東京歯科大学口腔外科学第一講座助手 

平成 12 年 6月 東京歯科大学口腔外科学第一講座講師 

平成 15 年 6月 UCLA 歯学部・医学部に研究・臨床留学 

                 Visiting Assistant Professor 

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 20 年 6月 東京歯科大学口腔外科学講座准教授 

平成 21 年 9月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座准教授（配置替） 

平成 23 年 4月 東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座主任教授 

平成 27 年 4月 東京歯科大学口腔病態外科学講座主任教授 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・口腔外科学Ⅱ（口腔病態外科学）（講義） 

 ・口腔外科学（実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 笠原 清弘（かさはら きよひろ） 
所属 口腔病態外科学講座 
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） 博士（歯学） 
資格 ・歯科医師(歯科医籍登録 第 116559 号) 

・(公社)日本口腔外科学会認定制度による口腔外科専門医(第 1104 号) 
・(一社)日本抗加齢医学会認定制度による日本抗加齢医学会専門医(1730 号) 
・(特非)日本口腔科学会認定制度による暫定認定医 

・ICD 制度協議会認定 Infection control doctor(ICD 第 0122 号) 
職歴 平成9年4月：国立東京第二病院(現.東京医療センター)口腔外科レジデント  

平成 10 年 10 月 東京歯科大学口腔外科学第一講座病院助手               
平成 11 年 4 月 東京歯科大学口腔外科学第一講座助手                   
平成 17 年 11 月 東京歯科大学口腔外科学講座講師                      
平成 20 年 4 月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座口腔外科学分野講師   
平成 25 年 8 月 東京歯科大学口腔外科学講座講師(講座統合から名称変更)

平成 27 年 4 月 東京歯科大学口腔病態外科学講座講師                   
平成 27 年 4 月 東京歯科大学口腔病態外科学講座准教授    
平成 30 年 10 月 ドイツ・フライブルク大学顎顔面口腔外科学講座に留学 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・口腔外科学Ⅱ（口腔病態外科学）（講義） 

 ・口腔外科学（実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 菅原 圭亮（すがはら けいすけ） 
所属 口腔病態外科学講座 
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） 博士（歯学） 
資格 歯科医師 

（公社）日本口腔外科学会認定口腔外科専門医・指導医 
国際口腔顎顔面外科専門医 (FIBCSOMS) 
日本口腔科学会認定医 
ICD 制度協議会インフェクションコントロールドクター 

職歴 平成 21 年 9 月 東京歯科大学口腔外科学講座助教 
平成 24 年 4 月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座助教（配置替） 
平成 25 年 4 月 東京歯科大学口腔外科学講座助教（配置替） 
平成 27 年 4 月 東京歯科大学口腔病態外科学講座助教（配置替） 
平成 27 年 9 月 東京歯科大学口腔病態外科学講座講師 
平成 29 年 4 月 東京歯科大学短期大学准教授（配置替） 
平成 29 年 4 月 東京歯科大学口腔病態外科学講座講師（兼任） 
令和 2 年 4 月  東京歯科大学口腔病態外科学講座講師 
令和 3 年 4 月  東京歯科大学口腔病態外科学講座准教授 

教育業績 ＜第４学年＞ 
 ・口腔外科学Ⅱ（口腔病態外科学）（講義） 
 ・口腔外科学（実習） 
 
詳細は、以下を参照。 
＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 山本 雅絵（やまもと まさえ） 
所属 口腔病態外科学講座 
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、ICLS、口腔外科学会専門医 

職歴 平成 23 年 4月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座助教 

平成 24 年 4月 東京歯科大学口腔外科学講座助教（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 東京歯科大学口腔病態外科学講座助教（配置替） 

平成 30 年 6月 東京歯科大学口腔病態外科学講座講師 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・口腔外科学Ⅱ（口腔病態外科学）（講義） 

 ・口腔外科学（実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 岩本 昌士（いわもと まさし） 
所属 口腔病態外科学講座 
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、日本口腔外科学会認定医、日本口腔科学会認定医 
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） 

平成 29年 4月 東京歯科大学口腔病態外科学講座助教（配置替） 

平成 31 年 4月 東京歯科大学口腔病態外科学講座講師 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・口腔外科学Ⅱ（口腔病態外科学）（講義） 

 ・口腔外科学（実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 西山 明宏（にしやま あきひろ） 

所属 口腔病態外科学講座 

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、（公社）日本口腔外科学会認定医制度による口腔外科認定医、特定

非営利活動法人日本口腔科学会暫定認定医、（一社）日本救急医学会 ICLS修了 

職歴 平成 29 年 4月 東京歯科大学口腔病態外科学講座助教 

令和 4年 7月  東京歯科大学口腔病態外科学講座講師 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・口腔外科学Ⅰ（口腔顎顔面外科学）（講義） 

 ・口腔外科学Ⅱ（口腔病態外科学）（講義） 

 ・口腔外科学（実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 星野 照秀（ほしの てるひで） 

所属 口腔病態外科学講座 

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 

日本口腔科学会 認定医 

日本口腔外科学会 認定医 

日本口腔内科学会 認定医 

日本口腔診断学会 認定医 

日本有病者歯科医療学会 認定医 

職歴 平成 31 年 4月 東京歯科大学口腔病態外科学講座助教 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・口腔外科学Ⅱ（口腔病態外科学）（講義） 

 ・口腔外科学（実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 小山 侑（こやま ゆう） 

所属 口腔病態外科学講座 

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 

職歴 令和 2年 4月 東京歯科大学口腔病態外科学講座助教 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・口腔外科学（実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 小谷地 雅秀（こやち まさひで） 

所属 口腔病態外科学講座 

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、公益社団法人日本口腔外科学会認定医 

職歴 令和 2年 4月 東京歯科大学口腔病態外科学講座助教 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・口腔外科学Ⅱ（口腔病態外科学）（講義） 

 ・口腔外科学（実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 
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