
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講師(非常勤) 

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 ＜第３学年＞ 

 ・口腔微生物学 

＜第４学年＞ 

 ・歯周療法学（講義、実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



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、日本歯周病学会歯周病専門医 
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 ＜第４学年＞ 

 ・歯周療法学（講義、実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



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 ＜第４学年＞ 

 ・歯周療法学（講義、実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



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 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、日本歯周病学会歯周病専門医 
職歴 平成 27年 4月 東京歯科大学歯周病学講座助教 

平成 31 年 4月 東京歯科大学歯周病学講座講師 
教育業績 ＜第２学年＞ 

 ・英語Ⅲ（歯科医学英語講読） 

＜第４学年＞ 

 ・歯周療法学（講義、実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



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

令和元年 10 月 東京歯科大学歯周病学講座講師 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・歯周療法学（実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



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、日本歯周病学会認定医 
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 ＜第４学年＞ 

 ・歯周療法学（講義、実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 青木 栄人（あおき ひでと） 

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 30 年 4月 東京歯科大学歯周病学講座助教 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・歯周療法学（講義、実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 

 



氏名 山下 慶子（やました けいこ） 

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 令和 4年 4月 東京歯科大学歯周病学講座助教 

教育業績 ＜第４学年＞ 

 ・歯周療法学（実習） 

 

詳細は、以下を参照。 

＜https://syllabus.tdc.ac.jp/list/＞ 
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