
氏名 鳥山 佳則（とりやま よしのり） 

所属 短期大学 

職名 短期大学学長 

最終学歴 大阪大学歯学部 

学位（修士・博士） 博士（歯学） 

資格 歯科医師 

職歴 昭和 62 年 5 月 厚生省入省 

平成 22 年 7 月 厚生労働省保険局歯科医療管理官 

平成 24 年 9 月 社会保険診療報酬支払基金本部歯科専門役 

平成 26 年 1 月 厚生労働省医政局歯科保健課長 

平成 28 年 6 月 東京歯科大学歯科医療管理学教授 

令和 2 年 4月 東京歯科大学短期大学学長 

教育業績 歯学部講義 

・歯科医療管理学入門、1 年生、前期、医療保険制度に関すること、9 時間、

講義 

・地域包括ケアと歯科医療と高齢者の歯科診療、4 年生、後期、地域包括ケア

システムに関する制度、1.5 時間、講義 

・社会歯科学、4 年生、後期、歯科診療報酬、1.5 時間、演習 

研究業績 学会発表 

 鳥山佳則、歯科衛生士のための歯科診療報酬入門、日本歯科衛生学会、東京

都、2017 年 9 月 

 鳥山佳則、臨床研究法、日本歯科顕微鏡学会、東京都、2019 年 4 月 

総説および解説論文 5編 

著書 1 編 

学会活動 東京歯科大学学会 

社会歯科学会 

日本老年歯科医学会 

日本歯科衛生学会 

日本歯科教育学会 

日本地域包括ケア学会 

国際学会  

 



氏名 佐藤 亨（さとう とおる） 

所属 短期大学 

職名 短期大学副学長 

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、日本補綴歯科学会専門医・指導医、日本歯科審美学会認定医、 

日本接着歯学会認定医 

職歴 1986 年 10 月  東京歯科大学歯科補綴学第第二講座 助手 

1988 年 4 月   東京歯科大学歯科補綴学第二講座 講師 

1997 年 12 月  独国・ベルリン自由大学歯学部 客員研究員 

2001 年 5 月   東京歯科大学歯科補綴学第二講座 主任教授 

2006 年 4 月   東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座 主任教授 

（講座名称変更） 

2020 年 4 月   東京歯科大学短期大学副学長 

教育業績 歯学部講義 

・クラウンブリッジ補綴学：第 4学年、通年、講義、39 時間 

・クラウンブリッジ補綴学実習：第 4 学年、半年、実習講義、52 時間 

研究業績 原著論文 8編（うち英文 7 編）その他 11 編（うち英文 1編） 

1.酒井貴徳, 佐藤 亨, 野本俊太郎, 四ツ谷護, 神田雄平, 露木 悠,  

黒田祥太, 木村峻輔, 南里綾乃, 平野瑞穂 

ポスト孔に対する乾燥法の違いが残留水分に与える影響 

歯科審美(0916-1945)32 巻 2 号 Page119-125(2020.03) 

2.Ryuichi Hisanaga, Akimasa Shinya, Toru Sato, Syuntaro Nomoto 

Plaque-removing Effects of Interdental Instruments in Molar Region 

The Bulletin of Tokyo Dental College 61(1) 

DOI: 10.2209/tdcpublication.2019-0005 

3.Mamoru Yotsuya, Andrew Bertagna, Nageeb Hasan, Scott Bicknell,  

Toru Sato, David A. Reed 

Neuron/Glial Antigen 2-Type VI Collagen Interactions During Murine 

Temporomandibular Joint Osteoarthritis 

Scientific Reports 9(1) 

DOI: 10.1038/s41598-018-37028-1 

4.Takanori SAKAI, Toru SATO, Ryuichi HISANAGA, Akimasa SHINYA 

Optical properties and flexural strength of translucent zirconia 

layered with high-translucent zirconia 

Dental Materials Journal 38(3) 

DOI: 10.4012/dmj.2018-157 

5.Tomotoshi Masuda, Syuntaro Nomoto, Toru Sato, Yuuhei Kanda, Takanori 

Sakai, Yu Tsuyuki 

Effect of Differences in Axial Thickness and Type of Cement on Fracture 

Resistance in Composite Resin CAD/CAM Crowns 

The Bulletin of Tokyo Dental College 60(1) 

DOI: 10.2209/tdcpublication.2018-0022 

6.Ryo Ikeue, Aki Nakamura-Takahashi, Yuko Nitahata-Kasahara,  

Atsushi Watanabe, Takashi Muramatsu, Toru Sato, Takashi Okada 

Bone-Targeted Alkaline Phosphatase Treatment of Mandibular Bone and 

Teeth in Lethal Hypophosphatasia via an scAAV8 Vector 

Molecular Therapy — Methods & Clinical Development 10 

DOI: 10.1016/j.omtm.2018.08.004 



7.Yu TSUYUKI, Toru Sato, Syuntaro Nomoto, Mamoru Yotsuya 

Effect of occlusal groove on abutment, crown thickness, and cement-

type on fracture load of monolithic zirconia crowns 

Dental Materials Journal 37(5):843-850 

DOI: 10.4012/dmj.2017-350 

8.Toru Sato, Kazuhiro Umehara, Mamoru Yotsuya, Michael Schmerman 

Biomaterials Used with Implant Abutments and Restorations 

DOI: 10.1007/978-3-319-50706-4_20 

Implant Aesthetics (pp.353-368) 

学会発表 36 編（うち英文 3 編） 

1.柚本 真理子, 野本 俊太郎, 佐藤 亨, 酒井 貴徳, 露木 悠, 黒石 元, 平

野 瑞穂.CAD/CAM コンポジットレジンクラウンの破壊試験を行う際の歯型材

質の検討(第 2 報). 日本歯科審美学会第 30 回学術大会,東京都品川

区,2019.11 

2. 黒田 祥太, 四ツ谷 護, 佐藤 亨, 野本 俊太郎, 神田 雄平, 木村 峻輔, 

南里 綾乃. 全顎印象における光学印象時のスキャン経路が真度および精度

に及ぼす影響. 日本歯科審美学会第 30 回学術大会,東京都品川区,2019.11 

3. 金子 絵梨香, 若林 千里, 宮田 香織, 飯干 由茉, 伊東 穂香, 上島 文

江, 山下 秀一郎, 佐藤 亨, 櫻井 薫.某歯科大学病院補綴科受診患者の来院

時の血圧と申告血圧との差に関する検討,日本歯科衛生学会第14回学術大会,

名古屋市,2019.9 

4. 川崎 貴裕, 佐藤 亨, 野本 俊太郎, 四ツ谷 護, 神田 雄平, 久永 竜一, 

武本 真治, 吉成 正雄. 1 壁残存歯冠歯質がファイバーポストを応用したレ

ジン支台築造の破壊荷重に及ぼす影響. 日本補綴歯科学会第128回学術大会,

札幌市,2019.5 

5. 黒石 元, 野本 俊太郎, 佐藤 亨, 久永 竜一, 四ツ谷 護, 酒井 貴徳, 

増田 智俊, 近常 正. CAD/CAM 冠咬合面形態と装着材料の違いが破壊強度に

及ぼす影響. 日本補綴歯科学会第 128 回学術大会,札幌市,2019.5 

6. 黒田 祥太, 四ツ谷 護, 佐藤 亨, 久永 竜一, 野本 俊太郎, 神田 雄平, 

木村 峻輔, 梅原 一浩.光学印象のスキャン手順が全顎印象の精確度に及ぼ

す影響. 日本補綴歯科学会第 128 回学術大会,札幌市,2019.5 

7. 黒石 元, 野本 俊太郎, 佐藤 亨, 久永 竜一, 四ツ谷 護, 神田 雄平, 

露木 悠, 増田 智俊. CAD/CAM コンポジットレジン冠咬合面形態と装着材料

の違いが破壊強度に及ぼす影響. 第 307 回東京歯科大学学会（例会）,東京都

千代田区,2019.6 

8. 黒田 祥太, 四ツ谷 護, 佐藤 亨, 野本 俊太郎, 酒井 貴徳, 川崎 貴裕, 

柚本 真理子, 前田 洋典. 全顎印象における光学印象時のスキャン手順が精

確度に及ぼす影響. 第 307 回東京歯科大学学会（例会）,東京都千代田

区,2019.6 

9. 亀山 敦史, 久永 竜一, 杉山 利子, 杉山 節子, 江川 昌宏, 村松 敬, 

高橋 俊之.千葉歯科医療センターで使用している光照射器の出力がコンポジ

ットレジンの硬化深さに及ぼす影響.第 307 回東京歯科大学学会（例会）,東

京都千代田区,2019.6 

10. 廣内 英智, 石束 叡, 山本 将仁, 菅野 亜紀, 佐藤 正樹, 四ツ谷 護, 

阿部 伸一. 顎関節"筋-腱-骨"複合体における形態形成と損傷後の治癒過程

に関する組織学的研究. 第 307 回東京歯科大学学会（例会）,東京都千代田

区,2019.6 

11. 野本 俊太郎, 黒石 元, 佐藤 亨, 久永 竜一, 酒井 貴徳, 露木 悠, 増

田 智俊, 平野 瑞穂. CAD/CAM コンポジットレジンクラウンの破壊試験を行



う際の歯型材質の検討. 第 308 回東京歯科大学学会（総会）,東京都千代田

区,2019.10 

12. 佐藤 亨.咬合治療は必要ない? 咬合位に求める機能美. 第 308 回東京

歯科大学学会（総会）,東京都千代田区,2019.10 

13. 四ツ谷 護, 梅原 一浩, 中野 正博, 藤関 雅嗣, 辻 吉純, 粟澤 重樹, 

野村 貴生, 佐藤 亨.インプラント治療後の歯列変化における三次元画像解

析 若年者上顎前歯部に埋入した 20 年経過症例. 第 38 回日本口腔インプラ

ント学会関東・甲信越支部学術大会,東京都新宿区,2019.2 

14. 川崎 貴裕, 四ツ谷 護, 佐藤 亨, 野本 俊太郎, 神田 雄平, 酒井 貴

徳, 増田 智俊. 1 壁残存歯冠歯質がファイバーポスト併用レジン支台築造の

静的及び動的破壊抵抗に及ぼす影響. 第 38 回日本接着歯学会学術大会,名古

屋市,2019.9 

15. 黒石 元, 野本 俊太郎, 佐藤 亨, 四ツ谷 護, 神田 雄平, 川崎 貴裕. 

CAD/CAM コンポジットレジンクラウンの咬頭傾斜と装着材料の違いが破壊強

度に及ぼす影響. 第 38 回日本接着歯学会学術大会,名古屋市,2019.9 

16. 平野 瑞穂, 野本 俊太郎, 佐藤 亨, 四ツ谷 護, 川崎 貴裕, 増田 智

俊, 前田 洋典. CAD/CAM コンポジットレジンクラウンの破壊試験を行う際の

歯型材質による影響. 第 38 回日本接着歯学会学術大会,名古屋市,2019.9 

17. 佐藤 亨. レジン支台築造で接着を活かす臨床. 第 38 回日本接着歯学会

学術大会,名古屋市,2019.9 

18. 酒井 貴徳, 佐藤 亨, 野本 俊太郎, 四ツ谷 護, 神田 雄平, 沼田 由

美, 増田 智俊, 川崎 貴裕, 黒石 元, 前田 洋典, 平野 瑞穂. 種々のポス

ト孔に対する乾燥法の違いが残留水分に与える影響. 第 38 回日本接着歯学

会学術大会,名古屋市,2019.9 

19. 黒田 祥太, 四ツ谷 護, 佐藤 亨, 梅原 一浩, 中野 正博, 藤関 雅嗣, 

野村 貴生, 粟澤 重樹.全顎印象における光学印象時のスキャン経路が真度

および精度に及ぼす影響. 第 39 回日本口腔インプラント学会東北・北海道支

部支部学術大会,秋田市,2019.11 

20. 川崎 貴裕, 四ツ谷 護, 佐藤 亨, 久永 竜一, 腰原 輝純, 武本 真治, 

吉成 正雄.  1 壁残存歯質がファイバーポストを応用したレジン支台築

造の破壊荷重に及ぼす影響. 日本補綴歯科学会第 127 回学術大会,岡山

市,2018.6 

21. 四ツ谷 護, 佐藤 亨, リード・デビッド. 退行性病変モデルマウスの関

節軟骨における NG2 と VI 型コラーゲンの相互的時空間変化(Spatiotemporal 

Changes in NG2-typeVI Collagen Interactions during Degenerative Joint 

Disease in the TMJ)(英語). 日本補綴歯科学会第 127 回学術大会,岡山

市,2018.6 

22. 四ツ谷 護, 佐藤 亨, Reed David. NG2 プロテオグリカンは下顎頭関節

軟骨発育期において前駆軟骨芽細胞のシグナルを促進する. 第 305 回東京歯

科大学学会.東京都千代田区,2018.6 

23. 川崎 貴裕, 新谷 明昌, 佐藤 亨, 神田 雄平, 酒井 貴徳, 武本 真治, 

吉成 正雄.レジン支台築造した一壁残存歯が破壊荷重に及ぼす影響. 第 305

回東京歯科大学学会.東京都千代田区,2018.6 

24. 四ツ谷 護,佐藤 亨, リード・デビッド. 退行性病変モデルマウスの関節

軟骨における NG2 と VI 型コラーゲンの相互的時空間変化(Spatiotemporal 

changes in NG2 type-VI collagen interactions during degenerative joint 

disease in the TMJ)(英語). 第 31 回日本顎関節学会総会・学術大会,北九州

市,2018.7 

25. 川崎 貴裕, 四ツ谷 護, 佐藤 亨, 野本 俊太郎, 神田 雄平, 酒井 貴



徳, 武本 真治.若年者上顎前歯部に埋入したインプラントの 20 年経過症例 

インプラント体と歯列の関係. 第 48 回日本口腔インプラント学会学術大会,

大阪市,2018.9 

26. 佐藤 亨. 歯科審美も咬合も正中・重力線から 筋から考える咬合の診断

と対応. 第 93 回愛知学院大学歯学会学術大会,名古屋市,2018.12 

27. D Reed., M Yotsuya., T Sato., S Bicknell., A Bertagna., N Hasan 

Internalized NG2 Regulates Oxidative Stress in Mandibular Condylar 

Cartilage. Poster Session 0221: 47th AADR Annual Meeting. Fort 

Lauderdale, FLA, US. March 21-24, 2018. 

28.M Yotsuya., T Sato., D Reed. NG2 Potentiates Prechondroblastic Cell 

Signaling During Mandibular Condylar Cartilage Development. Poster 

Session 0222: 47th AADR Annual Meeting. Fort Lauderdale, FLA, US. 

March 21-24, 2018. 

29. M Zhu., M YOTSUYA., D Reed., A Akkouch., S Eliason., B Amendt., 

Liu Hong. Reducing Inflammation and Cartilage Degeneration in TMJ 

Osteoarthritis Using MicroRNA Modulation. Oral Presentation 0178: 47th 

AADR Annual Meeting. Fort Lauderdale, FLA, US. March 21-24, 2018. 

30. 佐藤 亨. 顔面と口腔の美 特に健康的機能美を中心に 歯科審美と咬合 

正中と筋肉位から考える. 第 146 回日本歯科保存学会学術大会,青森

市,2017.6 

31. 増田 智俊, 野本 俊太郎, 佐藤 亨, 林原 貴徳, 原 舞, 村井 友理. 小

臼歯 CAD/CAM 用コンポジットレジンクラウンの破壊強度クラウンの軸面厚さ

とセメントの違いが破壊強度に及ぼす影響. 第21回日本補綴歯科学会東京支

部総会・学術大会,東京都千代田区,2017.12 

32. 野本 俊太郎, 佐藤 亨, Fan Yuwei, Nathanson Dan.プロビジョナル用ビ

スアクリル系歯冠補綴材料の物理学的性質. 第 303 回東京歯科大学学会（例

会）,東京都千代田区,2019.6 

33. 池上 良, 高橋 有希, 佐藤 亨, 笠原 正貴, 村松 敬, 岡田 尚巳. 重症

乳児型低ホスファターゼ症モデルマウスに対する酵素補充遺伝子治療の顎

骨・歯への治療効果.第 303 回東京歯科大学学会（例会）,東京都千代田

区,2019.6 

34. 増田 智俊, 野本 俊太郎, 佐藤 亨, 久永 竜一, 腰原 輝純, 新谷 明

昌, 染屋 智子.  CAD/CAM 用レジンクラウンで製作された小臼歯クラウンの

軸面部の厚さと使用するセメントの違いが破壊強度におよぼす影響. 第 304

回東京歯科大学学会（総会）,東京都千代田区,2019.10 

35. 増田 智俊, 野本 俊太郎, 佐藤 亨, 沼田 由美, 塩崎 雄大, 川崎 貴

裕, 黒石 元.CAD/CAM 用コンポジットレジンブロックで製作された小臼歯ク

ラウンの軸面部の厚さとセメントの違いが破壊強度におよぼす影響. 第36回

日本接着歯学会学術大会,東京都江戸川区,2017.11 

36. 沼田 由美, 柴山 和子, 佐藤 亨, 菊池 有一郎, 国分 栄仁, 石原 和

幸. Treponema denticolaの iron-sulfur cluster-binding protein 調節遺伝

子(icbR)の機能解析. 第 59 回歯科基礎医学会学術大会・総会,塩尻市,2017.9 

学会活動 日本歯科補綴学会 監事 

日本歯科審美学会 監事 

日本接着歯学会 常任理事 

日本全身咬合学会 常任理事 

東京歯科大学学会 評議員 

国際学会 ニューヨーク大学 国際プログラム指導教員 

 



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） 

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、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 

 



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） 

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 

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 安松 啓子（やすまつ けいこ） 

所属 短期大学 

職名 短期大学教授 

最終学歴 九州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 15 年 4 月  九州大学大学院歯学研究院口腔常態制御学講座 

口腔機能解析学分野 産学官連携研究員 

平成 16 年 4 月  九州大学大学院歯学研究院口腔常態制御学講座 

口腔機能解析学分野 学術研究員 

平成 17 年 12 月  九州大学 特任助手 

平成 18 年 8 月  九州大学 特任講師 

平成 21 年 4 月  朝日大学歯学部口腔機能修復学講座口腔生理学分野 准教授 

平成 23 年 8 月  九州大学大学院歯学研究院口腔常態制御学講座 

口腔機能解析学分野 学術研究員 

平成 24 年 4 月  九州大学 特任准教授 

平成 26 年 1 月  九州大学味覚・嗅覚センサ研究開発センター 

感覚生理学部門 准教授 

平成 30 年 4 月  九州大学味覚・嗅覚センサ研究開発センター 

感覚生理学部門 特任准教授 

平成 30 年 11 月  九州大学五感応用デバイス研究開発センター（組織名変更） 

感覚生理・医療応用センシング部門 特任准教授 

平成 31 年 4 月  東京歯科大学口腔科学研究センター准教授 

令和 2 年 4月  東京歯科大学短期大学教授 

教育業績 2019 年度短期大学第 2・3 学年 卒業研究担当および研究指導 

38 時間・55 時間 

研究業績 査読付き学術論文 

１．Yasumatsu K, Iwata S, Inoue M, Ninomiya Y: Fatty acid taste quality 

information via GPR120 in the anterior tongue of mice. Acta Physiol 

(Oxf). 226(1):e13215, 2019. doi:10.1111/apha.13215. 

２．安松啓子, 岩田周介, 井上真由子, 二ノ宮 裕三：マウスの脂肪酸に対す

る行動応答及び神経応答の解析, 日本味と匂学会誌 24 巻３号 S35-38、2017 年 

３．岩田周介, 安松啓子, 井上真由子, 吉田竜介, 重村憲徳, 二ノ宮裕三：ア

ンジオテンシン II の T1Rs 非依存的甘味応答に及ぼす影響, 日本味と匂学会誌

24 巻３号 S31-34、2017 年 

４．Yoshida R, Shin M, Yasumatsu K, Takai S, Inoue M, Shigemura N, 

Takiguchi S, Nakamura S, Ninomiya Y：The Role of Cholecystokinin in 

Peripheral Taste Signaling in Mice. Front Physiol.31;8:866. doi: 

10.3389/fphys.2017.00866. eCollection 2017. 

学会発表 

招待講演・シンポジウム 

1. Yasumatsu K: Fatty acid sensors and their functional distributions 

in mouse taste tissue. 第 4 回 KOB・OBT 合同国際シンポジウム、2020 年 2 月

8－9 日、九州大学 

2. 安松啓子：脂肪味・甘味受容のカッティングエッジ、生活環境学部ライフサ

イエンスセミナー、2019 年 12 月 20 日、奈良女子大学 

3. 安松啓子：ホメオスタシスのための味覚：脂肪センシングと食調節、都立病

院管理栄養士会令和元年度第二回講演会、2019 年 11 月 13 日、都立大塚病院 

4. Yasumatsu K, Ohkuri T, Shusuke I, Margolskee RF, Ninomiya Y: 



Contribution of SGLTs to sugar sensing as T1R-independent mechanisms in 

mouse gustatory tissues. The 18th International Symposium on Molecular 

and Neural Mechanisms of Taste and Olfactory Perception, 2019 年 11 月 2

－3 日、九州大学 

5. 安松啓子：味覚と健康：脂肪センシング機構と食調節、令和元年度学校関係

栄養士研究会、2019 年 10 月 18 日 

6. 安松啓子：脂肪酸受容体の舌における部位的・時間的機能分担、第 61 回歯

科基礎医学会総会学術大会メインシンポジウム 2、2019 年 10 月 13 日、東京歯

科大学 

7. Ninomiya, Y., Yasumatsu (Nakano) K., Yoshida, R., Iwata, S., Shigem

ura, N: Roles of sugar transporters and calorie sensors in taste cell

s, The 28nd ECRO, Sep 5-9, 2018  

8. 安松啓子，二ノ宮裕三: 脂肪酸の感覚を伝えるための G タンパク共役型受

容体とマウス鼓索神経における神経コーディング, 第 94 回日本生理学会大会

シンポジウム, 2017 年 3 月 28-30 日，浜松 

9. 安松－中野啓子: 口腔内の脂肪センシングメカニズムと今後の医療への期

待, 第 59 回歯科基礎医学会学術大会シンポジウム「受容体研究とリサーチラ

イフダイバーシティ」, 2017 年 9 月 16-18 日, 松本 

10. Yasumatsu, K., Iwata, S., Inoue, M., and Ninomiya, Y.: Information 

pathways for fatty acids via GPR120 in mouse chorda tympani nerve, The 

16th International Symposium on Molecular and Neural mechanisms of Taste 

and Olfactory Perception, Nov 3-4th, 2017, Fukuoka 

一般演題 

1. 安松啓子、岩田周介、二ノ宮裕三：T1R3-KO マウスの鼓索神経単一神経記録

および行動応答測定によるグルコースの味覚情報解析、日本味と匂学会第 53 回

大会、2019 年 9 月 17‐19 日、高知市 

2. Yasumatsu, K., Iwata, S., Inoue, M., and Ninomiya, Y: Fatty acid 

sensing neurons in mouse glossopharyngeal nerve, 9th FAOPS congress, 

March 28-31, 2019, Kobe 

3. 安松啓子，岩田周介，二ノ宮裕三: マウス舌咽神経における脂肪酸に対する

単一神経応答の解析, 第 60 回歯科基礎医学会学術大会, 2018 年 9 月 5-7 日，

福岡 

4. 岩田周介，安松啓子，吉田竜介，二ノ宮裕三: アドレノメデュリンによるマ

ウス鼓索神経応答への影響, 第 60 回歯科基礎医学会学術大会, 2018 年 9 月 5-

7 日，福岡 

5. 安松啓子, 岩田周介, 井上真由子，二ノ宮裕三: マウス舌咽神経単一神経

記録による脂肪酸受容機構の解析, 日本味と匂学会第 52回大会, 2018年 10 月

29-31 日，大宮 

6. Yasumatsu, K., Iwata, S., Inoue, M., and Ninomiya, Y: Analyses of 

taste information pathways for fatty acids by neural and behavioral 

response measurements in mice. ECRO2017, Sep. 25th, 2017, Cambridge, UK 

7. 安松啓子，岩田周介，井上真由子，二ノ宮裕三: マウスの脂肪酸に対する行

動応答および神経応答の解析, 日本味と匂学会第 51 回大会, 2017 年 9 月 25-

27 日，神戸 

8. 岩田周介，安松啓子，井上真由子，吉田竜介，重村憲徳，二ノ宮裕三: アン

ジオテンシンIIの T1Rs非依存的甘味応答に及ぼす影響, 日本味と匂学会第51

回大会, 2017 年 9 月 25-27 日，神戸 

学会活動 歯科基礎医学会 

日本味と匂学会 



日本生理学会 

国際学会 Association for chemoreception sciences 

European chemoreception research organization 

 



氏名 菅野 亜紀（すがの あき） 

所属 短期大学 

職名 短期大学准教授 

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 歯科衛生士 

日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士（歯科衛生士） 

日本歯科衛生士会認定歯科衛生士（老年歯科） 

日本歯科衛生士会認定歯科衛生士（医科歯科連携・口腔機能管理） 

日本口腔インプラント学会専門歯科衛生士 

更年期と加齢のヘルスケア学会メノポーズカウンセラー 

職歴 平成 9 年 3月 東邦歯科医療専門学校 歯科衛生士学科 専任教員 

平成 22 年 4 月 新潟大学医歯学総合病院 診療支援部歯科衛生部門 

平成 27 年 9 月 東京歯科大学歯科衛生士専門学校 講師 

平成 29 年 4 月 東京歯科大学短期大学 講師（配置替） 

令和 2 年 4月 東京歯科大学短期大学 准教授 

教育業績 短期大学 

第２学年 

・医科疾患患者への歯科衛生 後期 15 コマ（オムニバス形式で 7 コマ担 

当） 

・臨床・臨地実習Ⅰ 後期 45 コマ（市川総合病院における指導） 

  ・卒業研究 後期 10 コマ（担当学生への研究指導） 

第３学年 

・臨床・臨地実習Ⅱ  前期 45 コマ（市川総合病院における指導） 

・臨床・臨地実習Ⅲ 後期 10 コマ（市川総合病院における指導） 

・卒業研究 前・後期 20 コマ（担当学生への論文執筆指導） 

研究業績（査読付き

学術論文） 

原書論文３編（うち筆頭２編・英文２編） 

１．Ito Kayoko, Takamatsu Kiyoshi, Nohno Kaname, Sugano Aki, 

Funayama Saori, Katsura Kouji, Kaneko Noboru, Ogawa Mariko，

Meurman JH, Inoue Makoto 

Factors associated with mucosal dryness in multiple regions and 

skin: A web-based study in women. 

J Obstet Gynaecol Res，43(5):880-886，2017  

DOI：10.1111/jog.13290 

 

２．菅野 亜紀，多田 美穂子，髙倉 枝里子，永井 由美子，江口 貴子， 

小菅 茉里，中山 恵子，白鳥 たかみ，日下 和代，石井 拓男 

歯科衛生士臨床実習における周術期口腔機能管理に関する実習プログラ

ムを導入した試み 

歯科学報，118(3)：221-225，2018 

 

３．Aki Sugano, Wataru Ofusa, Hiroki Sugito, Naoto Matsubayashi, 

Megumi Hakkaku, Yoshiaki Yamada 

Development of a novel composite sensor for evaluating lip function. 

J Oral Rehabili 2019；46：920-926  

DOI：10.1111/joor.12825 

 

総説論文２編（うち筆頭１編） 

１．山本 将仁，大久保 真衣，大平 真理子，佐々木 穂高，佐藤 正樹， 



菅野 亜紀，長坂 新，四ツ谷 護，阿部 伸一 

歯学の進歩・現状「顎骨疾患プロジェクトからの情報発信」咀嚼嚥下 

研究部門の経過と展望 

歯科学報,119（1）：1-9，2019 

 

２．菅野 亜紀 

次の世代が考える摂食嚥下リハビリテーション 教育現場から－食支援

のできる歯科衛生士の育成を目指して－歯科衛生士教育の現状と課題．

歯界展望 34（3）：587-590，2019 

 

その他１編 

１．山本 将仁,大久保 真衣,大平 真理子,佐々木 穂高,佐藤 正樹, 

菅野 亜紀,四ツ谷 護,阿部 伸一（分担執筆） 

東京歯科大学研究ブランディング事業からの情報発信−5「顎骨疾患 

プロジェクトからの情報発信」咀嚼嚥下研究部門の経過と展望 

東京歯科大学同窓会会報：4-5，2019 

 

研究業績（学会発

表） 

１．稲野辺 紫巳, 荒井 良明, 小川 信, 菅野 亜紀, 高嶋 真樹子,  

河村 篤志, 山崎 裕太, 魚島 勝美 

人工歯肉付きインプラントブリッジに対するプロフェッショナルケア後

の細菌数と患者満足度の評価 

第 47 回日本口腔インプラント学会学術大会，2017 年 9 月 22 日～24 日，

仙台市 

日本口腔インプラント学会誌第 30 巻特別号：39，2017 

 

２．冨田 尚充, 永倉 遼太郎, 山本 将仁, 松永 智, 四ツ谷 護,  

大平 真理子, 菅野 亜紀, 大久保 真衣, 佐藤 正樹, 比嘉 一成, 

阿部 伸一 

筋の骨への付着部形成過程における Sox-9 の局在に関する免疫組織化学

的検索 

第 305 回東京歯科大学学会例会，2018 年 6 月 2 日，東京 

歯科学報 118（3）：239，2018 

 

３．菅野 亜紀, 永井 由美子, 小菅 茉里, 中山 恵子, 高倉 枝里子,  

江口 貴子, 多田 美穂子, 白鳥 たかみ, 日下 和代 

歯科衛生士臨床実習における術前患者への周術期口腔機能管理法実習の

試み－患者指導および専門的口腔衛生処置の実践 

第 9 回日本歯科衛生教育学会総会・学術大会，2018 年 12 月 1 日～2 日，

新潟市 

日本歯科衛生教育学会雑誌 9-2：107，2018 

  

４．廣内 英智，石束 叡，山本 将仁，菅野 亜紀，佐藤 正樹，四ツ谷 護， 

阿部 伸一 

顎関節“筋-腱-骨”複合体における形態形成と損傷Ⅴの治癒過程に関す

る組織学的研究 

第 307 回東京歯科大学学会例会，2019 年 6 月 1 日，東京 

歯科学報,119（3）：241，2019 

学会活動 日本歯科衛生士会 教育養成委員会委員 

日本歯科衛生学会 編集委員会委員 



日本老年歯科医学会 代議員・歯科衛生士関連委員会副委員長 

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 評議員  

日本歯科医学教育学会 会員 

日本歯科衛生教育学会 会員 

日本口腔内科学会 会員 

日本口腔衛生学会 会員 

更年期と加齢のヘルスケア学会 会員 

日本口腔インプラント学会 会員 

日本女性医学会 会員 

国際学会  

 



氏名 白鳥 たかみ（しらとり たかみ） 

所属 短期大学 

職名 短期大学講師 

最終学歴 放送大学教養学部 

学位（修士・博士） 学士（教養） 

資格 歯科衛生士 

職歴 昭和 58 年 4 月 東京都歯科医院勤務 

昭和 60 年 4 月 東京歯科大学歯科衛生士専門学校助手 

昭和 63 年 4 月 東京歯科大学歯科衛生士専門学校講師 

平成 16 年 6 月 東京歯科大学歯科衛生士専門学校教務主任 

平成 29 年 4 月 東京歯科大学短期大学講師（配置替） 

教育業績 短期大学 

第１学年 

・保健指導論 後期 15 回 講義 

第２学年 

・歯科衛生実践論 前期 15 回 講義 

・実習Ⅲ 前期 30 回 講義・実習 

・演習Ⅰ 前期 15 回 演習 

・臨床・臨地実習 後期 

・卒業研究 前期・後期 

第 3 学年 

 ・臨床実習 前期 

・卒業研究 前期 

研究業績 学術論文 編 

プロシーディングス 4 編 (うち筆頭 2 編) 

その他 1 編 

学会発表 12 編 (うち筆頭 3 編)   

白鳥たかみ,多田美穂子,佐藤秋彦,大房 航,山田好秋 

頬筋筋電図計測法の確立と頬筋活動の基本特性 

第 30 回日本咀嚼学会学術大会 東京都文京区 2019.10 

 

多田美穂子,白鳥たかみ,佐藤秋彦,大房 航,山田 好秋 

ボタンプル時の口腔周囲筋機能の筋電図学的解明 

第 30 回日本咀嚼学会学術大会 東京都文京区 2019.10 

 

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 回日本歯科医学教育学会、福岡市、2019.07 

 

菅野亜紀,永井由美子,小菅茉里,中山恵子,高倉枝里子,江口貴子,多田美穂子 

白鳥たかみ,日下和代 

歯科衛生士臨床実習における術前患者への周術期口腔機能管理法実習の試み         

患者指導および専門的口腔衛生処置の実践 

第 9 回日本歯科衛生教育学会･学術大会 新潟市 2018.12 

 

菅野亜紀, 多田美穂子, 高倉枝里子, 永井由美子, 江口貴子, 小菅茉里,  

中山恵子, 白鳥たかみ, 日下和代, 石井拓男 

歯科衛生士臨床実習における周術期口腔機能管理に関する実習プログラムを



導入した試み 

第 9 回日本歯科衛生教育学会･学術大会 新潟市 2018.12 

 

白鳥 たかみ, 眞木 吉信 

就業歯科衛生士数を安定して増加させるための一考察 

第 9 回日本歯科衛生教育学会･学術大会 新潟市 2018.12 

 

大房 航,白鳥たかみ,多田美穂子,岡本亜希子,鈴木典子,山田好秋 

嚥下機能時の舌筋活動と口腔・咽頭内圧変化 

第 29 回日本咀嚼学会学術大会 松本市 2018.10 

 

白鳥たかみ,多田美穂子,大房 航,山田好秋 

口輪筋深層と口輪筋浅層の筋活動における筋電図的解析 

第 29 回日本咀嚼学会学術大会 松本市 2018.10 

 

多田美穂子,白鳥たかみ,佐藤秋彦,大房 航,山田好秋 

ボタンプル時の表情筋機能の筋電図学的解明 

第 29 回日本咀嚼学会学術大会 松本市 2018.10 

 

鈴木誠太郎,石塚洋一,佐藤涼一,小野瀬祐紀,今井光枝,白鳥たかみ, 

多田美穂子,江口貴子,杉原直樹 

自立高齢者での口腔保健関連 QOL に関連する因子についての検討 

第 28 回日本老年歯科学会 名古屋市 2017.6 

 

江口貴子,多田美穂子,白鳥たかみ,小野瀬祐紀,鈴木誠太郎,佐藤涼一,石塚洋

一,吉野浩一,高柳篤史,杉原直樹 

高齢者の定期歯科健診に関連する要因 

第 66 回日本口腔衛生学会・総会 山形市 2017.5 

 

学会活動 日本摂食･嚥下リハビリテーション学会 

日本歯科医学教育学会 

日本口腔衛生学会 

日本歯科衛生学会 

日本歯科衛生教育学会 

日本咀嚼学会 

日本老年歯科医学会 

国際学会  

 



氏名 多田 美穂子（ただ みほこ） 

所属 短期大学 

職名 短期大学講師 

最終学歴 日本女子大学家政学部 

学位（修士・博士） 学士（家政学） 

資格 歯科衛生士 

職歴 昭和 61 年 4 月  東海大学病院 口腔外科勤務 

平成 2 年 10 月  東京歯科大学歯科衛生士専門学校助手 

平成 7 年 4 月  東京歯科大学歯科衛生士専門学校講師 

平成 29 年 4 月 東京歯科大学短期大学助教（配置替） 

令和 2 年 4 月 東京歯科大学短期大学講師 

教育業績 短期大学 

第１学年 

・歯科疾患予防論 前期 15 回 講義 

・実習Ⅰ 後期 30 回 講義･実習 

・実習Ⅱ 後期 30 回 講義･実習 

第２学年 

・実習Ⅰ 前期 30 回 講義･実習 

・実習Ⅱ 前期 30 回 講義･実習 

・臨床･臨地実習Ⅰ期 後期 

・卒業研究 

第 3 学年 

・演習Ⅲ 前期 15 回 講義・演習 

・卒業研究 

・臨床・臨地実習 Ⅱ期 Ⅲ期 

専攻科 

・学位論文 

研究業績 Takako Eguchi, Mihoko Tada, Takami Shiratori, Mitsue Imai, Yuki Onose, 

Seitaro Suzuki, Ryouichi Satou, Yoichi Ishizuka, Naoki Sugihara 

Factors Associated with Undergoing Regular Dental Check-ups in Healthy 

Elderly Individuals 

The Bulletin of Tokyo Dental College 

2018 Volume 59 Issue 4 Pages 229-236 

DOI:https://doi.org/10.2209/tdcpublication.2017-0050 

 

菅野 亜紀(東京歯科大学 短期大学歯科衛生学科), 多田 美穂子, 高倉 枝里

子, 永井 由美子, 江口 貴子, 小菅 茉里, 中山 恵子, 白鳥 たかみ, 日下 

和代, 石井 拓男 

歯科衛生士臨床実習における周術期口腔機能管理に関する実習プログラムを

導入した試み 

歯科学報(0037-3710)118 巻 3 号 Page221-225 2018.06 

 

学会発表 

 

江口貴子,多田美穂子,白鳥たかみ,小野瀬祐紀,鈴木誠太郎,佐藤涼一,石塚洋

一,吉野浩一,高柳篤史,杉原直樹 

高齢者の定期歯科健診に関連する要因 

第 66 回日本口腔衛生学会・総会 山形市 2017.5 

 



鈴木誠太郎,石塚洋一,佐藤涼一,小野瀬祐紀,今井光枝,白鳥たかみ,多田美穂

子,江口貴子,杉原直樹 

自立高齢者での口腔保健関連 QOL に関連する因子についての検討 

第 28 回日本老年歯科学会 名古屋市 2017.6 

 

多田美穂子,白鳥たかみ,佐藤秋彦,大房 航,山田好秋 

ボタンプル時の表情筋機能の筋電図学的解明 

第 29 回日本咀嚼学会学術大会 松本市 2018.10 

 

白鳥たかみ,多田美穂子,大房 航,山田好秋 

口輪筋深層と口輪筋浅層の筋活動における筋電図的解析 

第 29 回日本咀嚼学会学術大会 松本市 2018.10 

 

大房 航,白鳥たかみ,多田美穂子,岡本亜希子,鈴木典子,山田好秋 

嚥下機能時の舌筋活動と口腔・咽頭内圧変化 

第 29 回日本咀嚼学会学術大会 松本市 2018.10 

 

菅野亜紀,永井由美子,小菅茉里,中山恵子,高倉枝里子,江口貴子,多田美穂子 

白鳥たかみ,日下和代 

歯科衛生士臨床実習における術前患者への周術期口腔機能管理法実習の試み         

患者指導および専門的口腔衛生処置の実践 

第 9 回日本歯科衛生教育学会･学術大会 新潟市 2018.12 

 

多田美穂子,白鳥たかみ,佐藤秋彦,大房 航,山田 好秋 

ボタンプル時の口腔周囲筋機能の筋電図学的解明 

第 30 回日本咀嚼学会学術大会 東京都文京区 2019.10 

 

白鳥たかみ,多田美穂子,佐藤秋彦,大房 航,山田好秋 

頬筋筋電図計測法の確立と頬筋活動の基本特性 

第 30 回日本咀嚼学会学術大会 東京都文京区 2019.10 

学会活動 日本歯周病学会 

日本口腔衛生学会 

日本歯科医学教育学会 

日本歯科衛生学会 

日本歯科衛生士教育学会 

日本咀嚼学会 

国際学会  

 



氏名 永井 由美子（ながい ゆみこ） 

所属 短期大学 

職名 短期大学講師 

最終学歴 放送大学教養学部 

学位（修士・博士） 学士(教養) 

資格 歯科衛生士 

職歴 平成元年 4月  医療法人社団 健生会 立川相互歯科 

平成２年 4月  東京歯科大学歯科衛生士専門学校 助手 

平成６年 4月  東京歯科大学歯科衛生士専門学校 講師 

平成 31 年 4 月 東京歯科大学短期大学 講師（配置替） 

教育業績 短期大学 

・演習Ⅱ（地域歯科衛生）第２学年   後期 

・演習Ⅲ（歯科保健指導）第３学年    前期 

・総合演習              第３学年    前期･後期 

研究業績 著書   0 編 

学術論文 1 編 (共著) 

Author：菅野亜紀,多田美穂子,高倉枝里子,永井由美子,江口貴子,小菅茉里,

中山恵子,白鳥たかみ,日下和代,石井拓男 「歯科衛生士臨床実習における周

術期口腔機能管理に関する実習プログラムを導入した試み」歯科学報 118 巻

３号 221-225 頁（2018.06）原著論文 

 

学会発表 3 編（共同発表含む） 

Author：安部晴美,永井由美子,今井裕樹,眞木吉信,新谷誠康「幼稚園におけ

るフッ化物洗口実施にむけた保護者の意識調査」小児歯科学会,小倉,

（2017.05） 

 

Author：永井由美子,野田ひかる, 安部晴美,眞木吉信「千葉市における幼稚

園児の歯科保健行動とう蝕有病状況」口腔衛生学会,山形（2017.6） 

 

Author：菅野亜紀,永井由美子,小菅茉里,中山恵子,高倉枝里子,江口貴子,多

田美穂子,白鳥たかみ,日下和代「歯科衛生士臨床実習における術前患者への

周術期口腔機能管理法実習の試み-患者指導者および専門的口腔衛生処置の

実践-」日本歯科衛生教育学会,新潟（2018.12） 

  

学会活動 日本小児歯科学会 

日本歯科衛生士学会 

日本歯科衛生教育学会 

日本歯周病学会 

日本口腔衛生学会 

国際学会  

 



氏名 中田 悠（なかた はるか） 

所属 短期大学 

職名 短期大学講師 

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（口腔保健福祉学） 

資格 歯科衛生士 

社会福祉士 

日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士 

職歴 平成 21 年 6 月 新潟大学医歯学総合病院診療支援部歯科衛生部門歯科衛生士 

平成 26 年 1 月 藤田保健衛生大学病院歯科・口腔外科歯科衛生士 

平成 31 年 4 月 東京歯科大学口腔健康科学講座 

（摂食嚥下リハビリテーション研究室）助教 

令和 2 年 4月 東京歯科大学短期大学 講師（配置替） 

教育業績 短期大学 

第２学年 

・臨床・臨地実習Ⅰ 後期 

研究業績 Hitomi Suzuki, Koichiro Matsuo, Mieko Okamoto, Haruka Nakata, Hitomi 

Sakamoto, Mirai Fujita 

Preoperative periodontal treatment and its effects on postoperative 

infection in cardiac valve surgery 

Clinical and Experimental Dental Research. 2019 Oct; 5(5): 485–490. 

DOI: 10.1002/cre2.212 

 

Hitomi Suzuki, Koichiro Matsuo, Mieko Okamoto, Haruka Nakata, Hitomi 

Sakamoto, Mirai Fujita 

Perioperative changes in oral bacteria amount in patients undergoing 

cardiac valve surgery 

Journal of Oral Science. 2019 Nov; 61(4): 526-528. 

DOI: 10.2334/josnusd.18-0380 

 

Haruka Nakata, Koichiro Matsuo, Hitomi Suzuki, Akihiro Yoshihara 

Perioperative changes in knowledge and attitude toward oral health by 

oral health education 

Oral Diseases. 2019 May; 25(4): 1214–1220.  DOI: 10.1111/odi.13048 

中田悠，松尾浩一郎，大島南海，岡本美英子，長島有毅，三鬼達人，柴田斉子 

看護師による Oral Health Assessment Tool(OHAT)評価の信頼性の検討 

第 30 回日本老年歯科医学会学術大会，仙台市，令和元年 6 月 

 

中田悠，鈴木瞳，葭原明弘 

周術期口腔機能管理への意識調査結果と口腔状態との関連性 

平成 30 年度新潟歯学会第 2 回例会，新潟市，平成 30 年 11 月 

 

鈴木瞳，中田悠，山崎和久 

弁置換術患者への周術期口腔管理による口腔内変化および術後感染への影響 

平成 30 年度新潟歯学会第 2 回例会，新潟市，平成 30 年 11 月 

 

藤田未来，松尾浩一郎，坂本仁美，鈴木瞳，中田悠，松木里沙，小宮山実里 

某大学病院歯科・口腔外科にて運用している学生教育プログラムの改善効果 

第 13 回日本歯科衛生学会学術大会，福岡市，平成 30 年 9 月 



 

松木里沙，松尾浩一郎，鈴木瞳，中田悠，木下絵里加，岡本美英子，谷口裕重，

中川量晴 

慢性脱髄性多発神経炎(CIDP)患者に対する口腔衛生管理 

第 34 回日本障害者歯科学会学術大会，福岡市，平成 29 年 10 月 

 

中田悠，松尾浩一郎，鈴木瞳，木下絵里加，松木里沙，坂本仁美，森小晴，藤

田未来 

周術期口腔機能管理への意識調査結果と口腔状態との関連性 

第 12 回日本歯科衛生学会学術大会，東京都，平成 29 年 9 月 

 

藤田未来，坂本仁美，中田悠，渡邉理沙，鈴木瞳，谷口裕重，松尾浩一郎 

某大学病院歯科・口腔外科で導入した学生教育・実習プログラムの改善点に

ついての検討 

第 12 回日本歯科衛生学会学術大会，東京都，平成 29 年 9 月 

 

Haruka Nakata, Koichiro Matsuo, Hitomi Suzuki, Mieko Okamoto， 

Hiroshige Taniguchi, Kazuharu Nakagawa 

The effect of perioperative oral health care on the improvement of the 

attitude towards oral health in patients undergoing cancer surgery 

The multinational Association of Supportive Care in Cancer Annual 

Meeting，Washington DC, USA，平成 29 年 6 月 

学会活動 日本歯科衛生士会 

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 

日本老年歯科医学会 

日本歯科衛生教育学会 

東京歯科大学学会 

国際学会  

 



氏名 江口 貴子（えぐち たかこ） 

所属 短期大学 

職名 短期大学助教 

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 歯科衛生士 

職歴 平成 19 年 4 月 東京歯科大学歯科衛生士専門学校 助手 

平成 24 年 4 月 東京歯科大学歯科衛生士専門学校 講師 

平成 29 年 4 月 東京歯科大学短期大学 助教（配置替） 

教育業績 短期大学 

第１学年 

・実習Ⅰ(歯科予防処置) 後期 30 回 講義、実習 

・歯科保健指導論 後期 15 回 講義 

第２学年 

・演習Ⅰ(障害者歯科･摂食機能療法) 前期 15 回 演習 

・実習Ⅲ(歯科保健指導論) 前期 30 回 講義、実習 

・臨床・臨地実習 Ⅰ期   

・卒業研究  

第 3 学年 

・臨床・臨地実習 Ⅱ期 

・卒業研究 

研究業績 Takako Eguchi, Mihoko Tada, Takami Shiratori, Mitsue Imai, Yuki Onose, 

Seitaro Suzuki, Ryouichi Satou, Yoichi Ishizuka, Naoki Sugihara 

Factors Associated with Undergoing Regular Dental Check-ups in Healthy 

Elderly Individuals 

The Bulletin of Tokyo Dental College 

2018 Volume 59 Issue 4 Pages 229-236 

DOI:https://doi.org/10.2209/tdcpublication.2017-0050 

 

Seitaro SUZUKI, Tokuko UKIYA, Mitsue IMAI, Chikara SHIBATA, 

Yoichi ISHIZUKA, Ryouichi SATOU, Yuki ONOSE, Takako EGUCHI, 

Yoshimichi KAWAUCHI, Hiroshi ISHII, Naoki SUGIHARA 

Low Stimulated Salivary Rate Associated with Increasing Dental 

Caries in Caries-free Permanent Teeth among School-aged Children: 

Two-year Prospective Cohort Study 

口腔衛生学会雑誌 69 巻 2 号 

DOI:https://doi.org/10.5834/jdh.69.2_70 

 

Yoichi Ishizuka, Koichi Yoshino, Seitaro Suzuki, Ryouichi Sato, Yuki 

Onose, Takako Eguchi, Atsushi Takayanagi, Hideyuki Kamijo, Naoki 

Sugihara 

Factors Associated with Untreated Decayed Teeth in Male Sales Workers: 

An Internet Survey 

The Bulletin of Tokyo Dental College 

DOI:10.2209/tdcpublication.2018-0053 

学会発表 

佐藤涼一 石塚洋一 鈴木誠太郎 小野瀬祐紀 江口貴子 杉原直樹 

ラット顎下腺における Anoctamin1 日内変動の検討 

第 66 回日本口腔衛生学会・総会 山形市 2017.5.31～6.2 



石塚洋一 小野瀬祐紀 鈴木誠太郎 一本真保子 佐藤涼一 吉野浩一  

高柳篤史 上条英之 杉原直樹 

ホワイトカラーにおけるメタボリックシンドロームと歯周病の関連性 

第 66 回日本口腔衛生学会・総会 山形市 2017.5.31～6.2 

 

鈴木誠太郎 杉山精一 岡本昌樹 高柳篤史 吉野浩一 石塚洋一 佐藤涼

一 小野瀬祐紀 江口貴子 上条英之 杉原直樹 

定期的な歯科受診に関連する労働環境要因についての検討 

第 66 回日本口腔衛生学会・総会 山形市 2017.5.31～6.2 

 

江口貴子 多田美穂子 白鳥たかみ 小野瀬祐紀 鈴木誠太郎 佐藤涼一 

石塚洋一 吉野浩一 高柳篤史 杉原直樹 

高齢者の定期歯科健診に関連する要因 

第 66 回日本口腔衛生学会・総会 山形市 2017.5.31～6.2 

 

小野瀬祐紀 一本真保子 鈴木誠太郎 石塚洋一 久保秀二 高橋義一 松

村淳 佐藤涼一 江口貴子 上条英之 杉原直樹 

社内歯科相談室の利用に関連する要因 

第 66 回日本口腔衛生学会・総会 山形市 2017.5.31～6.2 

 

吉野浩一 石塚洋一 佐藤涼一 小野瀬祐紀 江口貴子 高柳篤史 杉原直

樹 上条英之 

残業時間と未処置歯う蝕との関連について 

第 66 回日本口腔衛生学会・総会 山形市 2017.5.31～6.2 

 

高柳篤史 遠藤真美 佐藤涼一 三上直一郎 山岸敦 石塚洋一 鈴木誠太

郎 小野瀬祐紀 江口貴子 上条英之 杉原直樹 

中学生における口腔内状態と生活習慣の関連(第 4 報)多数のう蝕のある生徒

の生活習慣 

第 66 回日本口腔衛生学会・総会 山形市 2017.5.31～6.2 

 

鈴木誠太郎 石塚洋一 佐藤涼一 小野瀬祐紀 今井光枝 白鳥たかみ 多

田美穂子 江口貴子 杉原直樹 

自立高齢者での口腔保健関連 QOL に関連する因子についての検討 

第 28 回日本老年歯科学会 名古屋市 2017.6.14～6.16 

 

小野瀬祐紀 鈴木誠太郎 石塚洋一 佐藤涼一 今井光枝 江口貴子 上条

英之 杉原直樹 

成人集団における根面う蝕の有病状況と関連要因 

第 28 回日本老年歯科学会 名古屋市 2017.6.14～6.16 

 

小野瀬祐紀 鈴木誠太郎 久保秀二 高橋義一 石塚洋一 佐藤涼一 今井

光枝 江口貴子 上条英之 杉原直樹 

食料品製造業従業者における根面う蝕の有病状況に関する要因 

日本老年歯科医学会第 29 回学術大会 東京都 2018.6.22～6.23 

 

小野瀬祐紀 鈴木誠太郎 石塚洋一 佐藤涼一 江口貴子 上条英之 杉原

直樹 

歯科医院選択時に重視する要因と転院回数の検討 



第 305 回東京歯科大学学会 東京都 2018.6.2 

 

佐藤涼一 石塚洋一 鈴木誠太郎 小野瀬祐紀 江口貴子 杉原直樹 渋川

義幸 木村麻記 田崎雅和 

恒暗飼育ラット顎下腺における時計遺伝子プロファイルの作成  

第 67 回日本口腔衛生学会･総会 札幌市 2018.5.18～5.20 

 

鈴木誠太郎 小野瀬祐紀 吉野浩一 高柳篤史 石塚洋一 佐藤涼一 江口

貴子 一本真保子 久保秀二 高橋義一 村松淳 上条英之 杉原直樹 

成人における歯肉炎症と肥満との関連性についての横断研究 

第 67 回日本口腔衛生学会･総会 札幌市 2018.5.18～5.20 

 

小野瀬祐紀 一本真保子 鈴木誠太郎 久保秀二 高橋義一 村松淳 石塚

洋一 佐藤涼一 江口貴子 上条英之 杉原直樹 

成人集団における歯肉退縮の有病状況と関連要因 

第 67 回日本口腔衛生学会･総会 札幌市 2018.5.18～5.20 

 

杉原直樹 石塚洋一 佐藤涼一 鈴木誠太郎 小野瀬祐紀 江口貴子 高柳

篤史 

歯周病メンテナンス期における崩壊性顆粒配合歯磨剤の効果 

第 67 回日本口腔衛生学会･総会 札幌市 2018.5.18～5.20 

 

石塚洋一 吉野浩一 佐藤涼一 鈴木誠太郎 小野瀬祐紀 江口貴子 高柳

篤史 上条英之 杉原直樹 

販売･営業職と事務職での口腔内の状況および口腔保健行動の比較 

第 67 回日本口腔衛生学会･総会 札幌市 2018.5.18～5.20 

 

吉野浩一 鈴木誠太郎 小野瀬祐紀 江口貴子 佐藤涼一 石塚洋一 高柳

篤史 上条英之 

金融業の男性の予防を目的とした定期的な歯科受診状況について 

第 67 回日本口腔衛生学会･総会 札幌市 2018.5.18～5.20 

 

菅野亜紀 永井由美子 小菅茉里 中山恵子 高倉枝里子 江口貴子 多田

美穂子 白鳥たかみ 日下和代 

歯科衛生士臨床実習における術前患者への周術期口腔機能管理法実習の試み         

患者指導および専門的口腔衛生処置の実践 

第 9 回日本歯科衛生教育学会総会･学術大会 新潟市 2018.12.1～12.2 

 

佐藤涼一 鈴木誠太郎 小野瀬祐紀 江口貴子 石塚洋一 杉原直樹 

ラット顎下腺における Nkcc1 および Atp1 発現リズム検討 

第 68 回日本口腔衛生学会・総会 大津市 2019.5.22～5.24 

 

 

小野瀬祐紀 鈴木誠太郎 久保秀二 高橋義一 石塚洋一 佐藤涼一 今井

光枝 上条英之 杉原直樹  

乳製品食品工場労働者の歯の酸蝕所見に関する調査 

第 68 回日本口腔衛生学会・総会 大津市 2019.5.22～5.24 

 

小野瀬祐紀 鈴木誠太郎 久保秀二 高橋義一 石塚洋一 佐藤涼一 今井



光枝 江口貴子 上条英之 杉原直樹 

都内会社員における歯肉退縮の有病状況に関連する要因 

第 30 回日本老年歯科医学会 仙台市 2019.6.6～6.8 

 

江口貴子 佐藤涼一 見明康雄 杉原直樹     

酸蝕症起因酸によるフッ化物歯面塗布後象牙質の耐酸性比較 

日本歯科衛生学会第 14 回学術大会 名古屋市 2019.9.14～9.16 

 

学会活動 日本歯科衛生教育学会 

日本歯科衛生学会 

日本口腔衛生学会 

日本老年歯科医学会 

日本歯科医学教育学会 

硬組織再生生物学会 

国際学会  

 



氏名 髙倉 枝里子（たかくら えりこ） 

所属 短期大学 

職名 短期大学助教 

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 歯科衛生士 

職歴 平成 25 年 4 月 東京歯科大学歯科衛生士専門学校 助手 

平成 30 年 4 月 東京歯科大学歯科衛生士専門学校 講師 

平成 31 年 4 月 東京歯科大学短期大学 助手 

令和 2 年 4月 東京歯科大学短期大学 助教 

教育業績  

研究業績 原著論文  編(うち英文 編) 

その他   編 

プロシーディングス  編 

学会発表 

1. 門田枝里子，富田幸代，齋藤淳，石原和幸 

    慢性歯周炎病巣のマイクロバイオーム解析 

    第 300 回東京歯科大学学会総会, 東京都, 2017 年 10 月 21 日 

2. 門田枝里子，富田幸代，齋藤淳，石原和幸 

    歯周基本治療における歯肉縁下マイクロバイオーム解析 

      第 305 回東京歯科大学学会，東京都, 2018 年 6 月 2 日 

（旧姓：門田） 

学会活動 日本歯科衛生教育学会 

日本歯科衛生学会 

日本歯周病学会 

国際学会  
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