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平成30年度歯学部内委員会
平成30年 4 月 1 日

委　員　会　名 氏　　　名 職　　　名 対応する全学委員会 備　　　考
― 前　田　健　康 系列長 任期 28.4.1～31.3.31
総務委員会 前　田　健　康 歯学部長 総括

小　林　正　治 副病院長 歯科担当
大　内　章　嗣 副学部長・評議員 学務
魚　島　勝　美 副学部長・歯学科長 広報・国際
寺　尾　　　豊 副学部長 研究
小　野　高　裕 副学部長 渉外・建物
葭　原　明　弘 口腔生命福祉学科学科長
小　野　和　宏 学務委員会委員長

学務委員会 小　野　和　宏 学務委員会委員長 総括
齋　藤　　　功 教務委員長 教務
高　橋　英　樹 入試委員会委員長 入試実施委 入試
山　村　健　介 学生支援委員会委員長 学生支援
藤　井　規　孝 臨床実習委員会委員長 臨床実習
葭　原　明　弘 口腔生命福祉学科学科長 口腔生命福祉学科
大　内　章　嗣 副学部長・評議員 学務

教務委員会 齋　藤　　　功 教務委員会委員長 総括
片　桐　　　渉
大　内　章　嗣 教育課程（口腔生命福祉学科系）

ステガロユ・ロクサーナ 教育課程（口腔生命福祉学科系）
大　峡　　　淳 ◎共用試験（CBT)
石　﨑　裕　子 ◎共用試験（OSCE)
小　野　和　宏 オブザーバー

教育課程委員会 齋　藤　　　功
小　野　和　宏
井　上　　　誠

臨床実習実施委員会 藤　井　規　孝 委員長
大　島　邦　子 49期ヘッドインストラクター
竹　中　彰　治 歯の診療科
大　墨　竜　也 歯の診療科
杉　田　典　子 歯周病科
多部田　康　一 歯周病科
五十嵐　直　子 義歯診療科
藤　原　茂　弘 義歯診療科
秋　葉　奈　美 冠・ブリッジ診療科
小　田　陽　平 口腔再建外科
勝　見　祐　二 顎顔面口腔外科
小　山　貴　寛 顎顔面口腔外科
丸　山　　　智 口腔病理検査室
池　　　真樹子 歯科放射線科
勝　良　剛　詞 歯科放射線科
伊　藤　晴　江 歯科総合診療部
奥　村　暢　旦 歯科総合診療部
遠　藤　千　佳 看護部門
高　野　綾　子 歯科衛生部門
倉　田　行　伸 歯科麻酔科
久保田　　　悠 予防歯科
山　賀　孝　之 予防歯科
渡　邊　賢　礼 口腔リハビリテーション科
伊　藤　加代子 口腔リハビリテーション科
岩　瀬　陽　子 小児・障がい者歯科
中　島　　　努 小児・障がい者歯科
竹　山　雅　規 矯正歯科
丹　原　　　惇 矯正歯科
高　橋　功次朗 矯正歯科
稲　川　さゆり 看護部門
田　代　美佐子 看護部門
大　湊　　　麗 言語治療室
羽田野　政　義 歯科撮影室
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委　員　会　名 氏　　　名 職　　　名 対応する全学委員会 備　　　考
荒　井　良　明 顎関節治療部
星　名　秀　行 インプラント治療部
真　柄　　　仁 摂食嚥下機能回復部
黒　川　孝　一 お口の健康室
坂　本　富美子 歯科外来手術室
後　藤　早　苗 歯科衛生部門
米　澤　大　輔 口腔生命福祉学科
小　川　友里奈 口腔生命福祉学科
柴　田　佐都子 口腔生命福祉学科
小田島　あゆ子 口腔生命福祉学科
諏訪間　加　奈 口腔生命福祉学科
江　川　広　子 明倫短期大学
平　澤　明　美 明倫短期大学
天　池　千嘉子 明倫短期大学

共用試験委員会（CBT） 大　峡　　　淳 必要な都度委員を指名
共用試験委員会（OSCE） 石　﨑　裕　子 必要な都度委員を指名
学生支援委員会 山　村　健　介 学生支援委員会委員長 学生相談室相談員・学生相談連絡会議 総括

依　田　浩　子 歯学科
小　松　康　高 歯学科
秋　葉　奈　美 歯学科
小田島　あゆ子 口腔生命福祉学科
佐　伯　万騎男 学生相談室相談員・学生相談連絡会議 歯学部
伊　藤　晴　江 研究科

学生相談員 山　村　健　介
依　田　浩　子

入試実施委員会 高　橋　英　樹 入試委員会委員長 入試委・入試実施委 総括
瀬　尾　憲　司 前入試委員会委員長 補佐
野　杁　由一郎
佐　伯　万騎男 オブザーバー

研究科学務委員会 齋　藤　　　功 総括
葭　原　明　弘 教務
井　上　　　誠 学生支援

施設環境整備委員会 小　野　高　裕 副学部長 総括
佐　伯　万騎男 施設整備専門委
齊　藤　一　誠 総合博物館検討専門委
大　峡　　　淳 動物実験倫理委員会
寺　尾　　　豊 遺伝子組換え実験安全委
岸　本　直　隆

共通施設専門委員会 小　野　高　裕 副学部長
部局環境安全衛生管理室 前　田　健　康 役職指定

永　田　昌　毅 環境安全管理担当者
井　部　達　也 事務室長
林　　　尚　人 衛生管理者

情報ｾｷｭﾘﾃｨ管理専門委員会 西　山　秀　昌 情報基盤センター運営委 総括
鈴　木　一　郎 IT一般
中　島　俊　一
小　田　陽　平

図書館委員会 田　沼　順　一
寺　尾　　　豊 副学部長 医歯学図書館長，附属図書館委員会
吉　羽　邦　彦

国際交流委員会 魚　島　勝　美 副学部長
泉　　　健　次
齋　藤　　　功
依　田　浩　子
大　峡　　　淳
長　澤　麻沙子
柿　原　嘉　人
石　田　陽　子 オブザーバー
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委　員　会　名 氏　　　名 職　　　名 対応する全学委員会 備　　　考
広報委員会 魚　島　勝　美 副学部長 歯学部ニュース専門委 総括

大　島　勇　人 研究科広報委web担当 ◎
小　田　陽　平 学部広報web専門委 ◎

ステガロユ・ロクサーナ 広報委員会（学部） ◎
吉　羽　邦　彦 広報委員会（研究科） ◎
黒　川　孝　一 口腔生命福祉学科 ◎
辻　村　恭　憲 ◎

研究科広報委員会
（Web担当）

大　島　勇　人 ◎
鈴　木　一　郎 ◎

歯学部広報委員会
　Web専門委員会

黒　川　孝　一 ◎
小　田　陽　平
丹　原　　　惇

歯学部ニュース専門委員会 魚　島　勝　美 他の委員は准講層、助教層
からローテーションで選出

広報専門委員会 ステガロユ・ロクサーナ 学部
吉　羽　邦　彦 研究科

歯学部公開講座委員会 堀　　　一　浩 公開講座実施委員会
プロジェクト研究委員会 寺　尾　　　豊 副学部長  

小　野　高　裕
大　峡　　　淳
泉　　　健　次
片　桐　　　渉
前　川　知　樹

臨床系実習室管理委員会 小　野　高　裕 共同技工室、実習準
備室   

吉　羽　永　子 臨床基礎実習室、臨床技
能評価室、臨床示説室   

小　林　哲　夫 臨床基礎実習室   
魚　島　勝　美 臨床基礎技能実習室   
秋　葉　奈　美 臨床技能自習室   
藤　井　規　孝 臨床実習技工室   
黒　川　孝　一 歯科行動科学相互実習室   

人事評価委員会 前　田　健　康 系列長  
山　村　健　介 任期制教員で基礎系の教授  任期 30.4.1～32.3.31
林　　　孝　文 任期制教員で臨床系の教授  任期 30.4.1～32.3.31
小　田　陽　平 任期制教員である准教授、講

師及び助教のうちから 2 人
 任期 30.4.1～32.3.31

竹　中　彰　治  任期 30.4.1～32.3.31
ＦＤ委員会 秋　葉　陽　介 委員長   

佐　伯　万騎男    
寺　尾　　　豊   
真　柄　　　仁   
伊　藤　晴　江   
吉　羽　永　子    
新　美　奏　恵   
藤　原　茂　弘    
前　田　健　康 顧問   
小　野　和　宏 オブザーバー   
井　上　　　誠 オブザーバー  

臨床実習実施委員会以外で任期の記載のない委員会委員の任期は，平成30年 4 月 1 日から平成32年 3 月31日まで
◎は下部組織を立ち上げる必要のある委員




