
ⅩⅢ 学位(博士・修士)取得者 

 歯学博士 
    

 講座・診療科名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

 解剖学第２講座  吉江 紀夫  石山 巳喜夫     

 生理学講座  岩﨑 信一  石塚 健一     

 微生物学講座  葛城 啓彰       

 薬理学講座  仲村 健二郎       

 歯科理工学講座  宮川 行男  後藤 眞一     

     赫多 清     

     大熊 一夫     

 歯科保存学第１講座  五十嵐 勝  北島 佳代子     

 歯科保存学第２講座  新海 航一       

 歯科補綴学第１講座  小出 馨       

 歯科補綴学第２講座  渡邉 文彦       

 口腔外科学講座    森 和久     

 歯科麻酔学講座  佐野 公人       

 歯科矯正学講座  寺田 員人       

 小児歯科学講座  関本 恒夫       

 歯科放射線学講座  土持 眞       

 歯周病学講座  佐藤 聡       

 先端研究センター  笹川 一郎       

 総合診療科  宇野 清博  近藤 敦子     

   江面 晃       

   黒川 裕臣   
 

  

 口腔外科  山口 晃       

   河野 正己       

 矯正歯科  遠藤 敏哉       

     

     
 博士（歯学） 

    
 講座・診療科名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

 解剖学第１講座    吉村 建    小林 一広 

         竹澤 康二郎 

 解剖学第２講座    横須賀 宏之  熊倉 雅彦   

       辻村 麻衣子   

 生理学講座    佐藤 義英     



講座・診療科名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

 病理学講座  岡田 康男    柬理 賴亮  大窪 泰弘 

 微生物学講座      鈴木 安里   

       三上 正人   

 薬理学講座    桑島 治博     

 衛生学講座  小松﨑 明      鴨田 剛司 

         小野 幸絵 

 歯科保存学第１講座      新井 恭子   

 歯科保存学第２講座    鈴木 雅也    加藤 千景 

 歯科補綴学第１講座    佐藤 利英  高橋 睦   

     水橋 史     

 歯科補綴学第２講座        小澤 誠 

 口腔外科学講座  田中 彰    小林 英三郎   

 歯科麻酔学講座      秋山 麻美   

 歯科矯正学講座      亀田 剛  関川 奈都貴 

       長谷川 優   

 小児歯科学講座    黒木 淳子    松田 貴絵 

     田中 聖至     

 歯科放射線学講座    羽山 和秀  亀田 綾子   

 歯周病学講座    両角 祐子    織田 洋武 

 先端研究センター    青柳 秀一    中原 賢 

         澤田 幸作 

         川上 未有希 

         小出 未来 

 総合診療科    永田 和裕  猪子 芳美  平 賢久 

     清水 公夫  若木 卓  松田 浩一郎 

     大森 みさき  石井 瑞樹   

     二宮 一智  關 秀明   

     横須賀 孝史  渥美 陽二郎   

     海老原 隆  後藤 基誉   

     佐藤 友則  上田 一彦   

     阿部 祐三  高塩 智子   

     菅原 佳広  水橋 亮   

       中村 俊美   

 口腔外科    廣安 一彦  髙田 正典  佐藤 洋介 

     水谷 太尊  伊藤 秀俊  上田 潤 

     戸谷 収二  小根山 隆浩  佐久間 要 



講座・診療科名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

口腔外科      佐藤 英明   

 歯科麻酔・全身管理科  藤井 一維  大橋 誠  高橋 靖之   

 矯正歯科      黒木 大雄  阿部 亮太 

       石多 理恵子  石多 克行 

 小児歯科    島田 路征  三瓶 伸也  北澤 裕美 

       三瓶 素子  本間 裕章 

 放射線科      織田 隆昭  諏江 美樹子 

 訪問歯科口腔ケア科    白野 美和    吉岡 裕雄 

         赤泊 圭太 

     

     
 医学博士 

    
 講座・診療科名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

 内科学講座  大越 章吾       

 外科学講座  須田 武保       

 耳鼻咽喉科学  五十嵐 文雄       

     

     
 博士（医学） 

    
 講座名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

 解剖学第１講座  影山 幾男       

 内科学講座    長谷川 勝彦    渡邉 和彦 

     廣野 玄     

     

     
 博士（薬学） 

    
 講座名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

 生化学講座    梨田 智子     

     

     
 理学博士 

    
 講座名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

 化 学  鈴木 常夫       

     

     
  

    



博士（理学） 

 講座名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

 物理学    小野 裕明     

 化 学    種村 潔     

 生物学    岡 俊哉     

     

     
 農学博士 

    
 講座名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

 生物学  千葉 晃       

     

     
 博士（水産学） 

    
 講座名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

 生物学    長田 敬五     

     

     
 理学修士 

    
 講座名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

 物理学    山下 陽介     

 生物学  千葉 晃       

 解剖学第２講座      熊倉 雅彦   

     

     
 教育学修士 

    
 講座名  教授名  准教授名  講師名  助教名 

 生物学    長田 敬五     

     
平成２６年４月１日現在 

 


