
氏名 杉戸 博記（すぎと ひろき） 
所属 短期大学（保存修復学講座兼任） 
職名 短期大学教授（保存修復学講座准教授） 
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 

特定非営利活動法人日本歯周病学会専門医・指導医 

臨床修練指導歯科医 

職歴 平成 11 年 4 月 東京歯科大学歯科保存学第二講座 助手 

平成 14 年 10 月 アメリカ合衆国・トーマスジェファーソン大学整形外科学講

座基礎研究部門 客員研究員 

平成 17 年 4 月 東京歯科大学歯科保存学第二講座 講師 

平成 18 年 8 月 厚生労働省医政局歯科保健課 歯科医師臨床研修専門官(厚生

労働省医政局総務課医療安全推進室、厚生労働省医政局経済

課併任) 

平成 21 年 4 月 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室 医療指導監査官 

平成21年7月 厚生労働省保険局医療課医療指導監査室 特別医療指導監査官

(厚生労働省保険局医療課併任) 

平成 22 年 6 月 東京歯科大学千葉病院総合診療科 准教授 

平成 24 年 4 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 24 年 4 月 東京歯科大学水道橋病院事務部 医事課長(兼任) 

平成 27 年 4 月 東京歯科大学歯科保存学講座 准教授(配置替) 

平成 29 年 1 月 東京歯科大学水道抜歯病院事務部医事課 医療保険担当主幹

(兼任) 

平成 29 年 4 月 東京歯科大学短期大学 教授(配置替) 

平成 29 年 4 月 東京歯科大学保存修復学講座 准教授(兼任) 
教育業績 短期大学 

・第 1学年：歯科疾患予防論、前期 6時間(4 コマ)、座学講義 

歯科治療学Ⅰ(歯内療法学・保存修復学)、後期 22.5 時間(15

コマ)、座学講義 

歯科治療学Ⅱ(歯周治療学)、後期 12 時間(8 コマ)、座学講義 

実習Ⅰ(歯科予防処置)、後期 45 時間(1 日 2 コマ×15 日間)、

基礎実習 

・第 2学年：社会保障・社会保険論、前期 12 時間(8 コマ)、座学講義 

実習Ⅰ(歯科予防処置)、前期 90 時間(1 日 4 コマ×15 日間)、s

相互実習 

・第 3学年：総合演習、後期 4.5 時間(3 コマ)、座学講義 

・第 2学年・第 3学年：卒業研究、前後期 45 時間(30 コマ)、座学講義 

歯学部 

・第 1学年：コミュニケーション学「病院見学」、前期 6時間(1 回 2 コマ×

2日間)、PBL 

・第 3学年：保存修復学、前期 3時間(2 コマ)、座学講義 

保存修復学、後期 30 時間(1 回 4 コマ×5日間)、基礎実習 

・第 4 学年：歯科医療管理学(社会保障制度)、後期 6 時間（1 回 2 コマ×2

日間）、PBL 

歯周療法学、後期 15 時間(1 回 2 コマ×5日間)、基礎実習 

研究業績（査読付き

学術論文） 

Irokawa,D., Takeuchi,T., Noda,K., Goto,H., Egawa,M., Tomita,S., Sugito,H., 
Nikaido,M. and Saito,A. Clinical outcome of periodontal regenerative 
therapy using collagen membrane and deproteinized bovine bone 



mineral: a 2.5-year follow-up study. BMC Res. Notes，10(1)：102，2017．
DOI: 10.1186/s13104-017-2426-y. 

Seshima,F., Aoki,H., Takeuchi,T., Suzuki,E., Irokawa,D., Makino-Oi,A., 
Sugito,H., Tomita,S. and Saito,A. Periodontal regenerative therapy with 
enamel matrix derivative in the treatment of intrabony defects: a 
prospective 2-year study. BMC Res. Notes，10(1)：256，2017．DOI: 
10.1186/s13104-017-2572-2. 

Tomita,S., Uekusa,T., Hosono,M., Kigure,T., Sugito,H. and Saito,A. 
Periodontist-dental hygienist collaboration in periodontal care for 
chronic periodontitis: an 11-year case report. Bull. Tokyo Dent. Coll.，
58(3)：177～186，2017．DOI: 10.2209/tdcpublication.2016-0039. 

Ohkubo,M., Ueda,T., Sugito,H., Watanabe,A., Seshima,F., Morioka,T. and 
Yajima,Y. Two-year survey of trends at food introduction booth at 
Suidobashi Hospital of Tokyo Dental College. Bull. Tokyo Dent. Coll.，
59(3)：213～221，2018．DOI: 10.2209/tdcpublication.2017-0047. 

Sugano,A., Ofusa,W., Sugito,H., Matsubayashi,N., Hakkaku,M. and 
Yamada,Y. Development of a novel composite sensor for evaluating lip 
function. J. Oral Rehabil.，46：920～926，2019．DOI: 10.1111/joor.12825.

Ohkubo,M., Ueda,T., Miura,K., Sugito,H., Ono,K., Seshima,F., Morioka,T., 
Uchiyama,S., Yoshida,M. and Yajima,Y. “Easy-to-eat Meals” for 
outpatients following dental treatment. Bull. Tokyo Dent. Coll.，60(4)：
225～232，2019．DOI: 10.2209/tdcpublication.2018-0055. 

大久保真衣, 上田貴之, 杉戸博記, 渡邊 章, 勢島 典, 森岡俊行, 矢島安朝．

歯科治療中の患者への食支援 ―東京歯科大学水道橋病院の食品紹介ブース

利用者に関する調査―．歯科学報，119(2)：115〜121，2019．DOI: 
info:doi/10.15041/tdcgakuho.119.115. 

研究業績（学会発表） 勢島 典，青木英人，武内崇博，鈴木瑛一，色川大輔，大井麻子，稲垣 覚，

杉戸博記，富田幸代，齋藤 淳．エナメルマトリックスデリバティブを用い

た歯周組織再生療法後 2 年の臨床評価．平成 29 年度日本歯周病学会 60 周

年記念京都大会，京都市，2017(平成 29)年 12 月． 
田代宗嗣，平田創一郎，大澤航介，森永一喜，春山亜貴子，杉戸博記．ATP+AMP

ふき取り検査を用いた歯科外来における間接接触感染ハイリスク領域の抽

出．第 33 回日本環境感染学会総会・学術集会，東京，2018(平成 30) 年 2
月． 

大久保真衣，三浦慶奈，上田貴之，杉戸博記，勢島 典，森岡俊行，内山沙姫，

吉田光孝，大野啓介，矢島安朝．歯科治療後の「お食事セット」使用に対す

る外来患者の主観的評価．第 305 回東京歯科大学学会(例会)，東京，2018(平
成 30)年 6 月． 

勢島 典，青木栄人，武内崇博，鈴木瑛一，色川大輔，大井麻子，林 智子，

杉戸博記，富田幸代，齋藤 淳．エナメルマトリックスデリバティブを用い

た歯周組織再生療法：2.5 年の臨床成績．第 61 回春季日本歯周病学会学術

大会，東京，2018(平成 30)年 6 月． 
Seshima,F., Aoki,H., Takeuchi,T., Suzuki,E., Irokawa,D., Makino-Oi,A., 

Sugito,H., Tomita,S. and Saito,A. Periodontal regenerative therapy with 
enamel matrix derivative in the treatment of intrabony defects: a 2-year 
clinical outcome. EuroPerio9，Amsterdam，the Netherlands，2018(平成

30)年 6 月． 
勢島 典，白鳥たかみ，日下和代，杉戸博記，石井拓男，齋藤 淳，山下秀一

郎，片倉 朗．歯科大学学生と歯科衛生士学生の協働臨床実習の導入につい



て．第 38 回歯科医学教育学会総会および学術大会，福岡市，2019(令和元)
年 7 月． 

学会活動 特定非営利活動法人 日本歯周病学会 

特定非営利活動法人 日本歯科保存学会 

一般社団法人 日本歯科医学教育学会 

一般社団法人 日本環境感染学会 

一般社団法人 日本歯科医療管理学会 

東京歯科大学学会 

日本歯科衛生学会 
社会歯科学会 

国際歯科研究学会日本部会(JADR) 

国際学会 国際歯科研究学会(IADR) 

 



氏名 片田 英憲（かただ ひでのり） 
所属 短期大学（歯科矯正学講座兼任） 
職名 短期大学教授（歯科矯正学講座講師） 
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） 

令和 2年 4月 東京歯科大学短期大学教授（配置替） 

令和 2年 4月 東京歯科大学歯科矯正学講座講師（兼任） 

教育業績 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（査読付き

学術論文） 
Suzuki Masayoshi, Sueishi Kenji, Katada Hidenori, Togo Satoshi 
Finite Element Analysis of Stress in Maxillary Dentition during En-masse 
Retraction with Implant Anchorage 
The Bulletin of Tokyo Dental College 60 巻 1 号 Page39-52(2019.02) 
DOI: 10.2209/tdcpublication.2017-0055 
 
Katada Hidenori 
Esthetic Improvement through Orthodontic Treatment Involving Extraction: 
Use of Orthodontic Anchor Screws 
The Bulletin of Tokyo Dental College 60 巻 2 号 Page115-129(2019.05) 
DOI:10.2209/tdcpublication.2018-0041 

研究業績（学会発

表） 
 

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                        
日本顎変形症学会会員                         

国際学会 American Association of Orthodontics 
World Federation of Orthodontics 
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