
氏名 井上 孝（いのうえ たかし） 
所属 臨床検査病理学講座 
職名 教授 
最終学歴 東京歯科大学 
学位（修士・博士） 歯学博士 
資格 歯科医師 
職歴 昭和 53 年 5月 東京歯科大学病理学第二講座助手 

昭和 57 年 4月 東京歯科大学病理学第二講座講師 

昭和 58 年 9月 カナダ・トロント大学歯学部客員助教授として留学 

平成 3年 4月 東京歯科大学病理学講座講師（講座統合による名称変更） 

平成 3年 7月 東京歯科大学病理学講座助教授 

平成 13 年 5月 東京歯科大学臨床検査学研究室主任教授 

平成 23 年 4月 東京歯科大学臨床検査病理学講座主任教授 

（講座統合による名称変更） 
教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 松坂 賢一（まつざか けんいち） 
所属 臨床検査病理学講座 
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、厚生労働省死体解剖資格認定医（病理）、病理学会認定口腔病理専 

門医、臨床修練指導歯科医認定、日本口腔インプラント学会基礎系指導医、日

本心理学会認定心理士、日本臨床細胞学会口腔細胞診専門医 
職歴 平成 6年 4月 東京歯科大学病理学講座助手 

平成 9年 10 月 オランダ・ナイメーヘン大学に研究留学 

平成 11 年 10月 東京歯科大学病理学講座講師 

平成 13 年 7月 東京歯科大学臨床検査学研究室講師（配置替） 

平成 16 年 10月 東京歯科大学臨床検査学研究室助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学臨床検査学研究室准教授（職名変更） 

平成 23 年 4月 東京歯科大学臨床検査病理学講座准教授 

（講座統合による名称変更） 

平成 27 年 5月 東京歯科大学臨床検査病理学講座教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・病理学、第 2、3学年、通年、病理学総論、45時間、講義、課題 

・口腔病理学、第 3学年、後期、口腔病理学各論、45時間、講義、課題 

・臨床検査学、第 4学年、後期、臨床検査学、21時間、講義、 

チュートリアル 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 7編（うち英文 4編） 

・原著論文 4編（うち英文 4編） 

・臨床論文 2編 

・症例報告 1編 

総説および解説論文 1編 

著書 1編 

その他 3編（うち英文 2編） 

学会発表 6編（うち英文 2編） 

学会活動 東京歯科大学学会評議委員 

東京歯科大学学会欧文紀要編集委員 

日本口腔検査学会理事 

日本口腔インプラント学会代議員 

日本口腔インプラント学会査読委員 

日本病理学会評議員 

日本臨床細胞学会会員 

千葉県臨床細胞学会会員 

日本歯科教育学会会員 

日本口腔腫瘍学会会員 

日本臨床口腔病理学会理事 

日本口腔外科学会会員 
国際学会 International Association of Oral Pathologists会員 

 



氏名 村上 聡（むらかみ さとし） 
所属 臨床検査病理学講座 
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 
職歴 平成 19 年 4月 東京歯科大学歯科医学教育開発センター助教 

平成 23 年 4月 東京歯科大学臨床検査病理学講座助教（配置替） 

平成 24 年 5月 東京歯科大学臨床検査病理学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 國分 克寿（こくぶん かつとし） 
所属 臨床検査病理学講座 
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、口腔検査認定医、死体解剖資格 
職歴 平成 22 年 4月 東京歯科大学病理学講座助教 

平成 23 年 4月 東京歯科大学臨床検査病理学講座助教 

（講座統合による名称変更） 

平成 26 年 4月 アメリカ合衆国ハーバードメディカルスクールダナファー 

バー癌研究所リサーチフェローとして研究留学 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・病理学、３学年、4/26、5/17、5/31、6/14、6/28、7/12、9時間、課題演習 

・口腔病理学、３学年、11/15、歯原性腫瘍、3時間、講義、11/22、1/24、 

4.5時間、試験 

・臨床検査学、４学年、4/26、5/17・27、6/28、7/19、臨床検査、7.5時間、

課題演習 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 2編 

・臨床論文 2編 

プロシーディングス 2編（うち英文 2編） 

その他 2編（うち英文 2編） 

学会発表 8編（うち英文 4編） 

学会活動 病理学会 

臨床口腔病理学会 

口腔インプラント学会 

口腔検査学会 

口腔粘膜学会 

東京歯科学会 
国際学会  

 



氏名 中島 啓（なかじま けい） 
所属 臨床検査病理学講座 
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、日本口腔検査学会認定医 
職歴 平成 27年 4月 東京歯科大学臨床検査病理学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・病理学（3学年）、7/12、中間テスト、1.5時間、試験、4/26、5/17、5/31、 

6/14、6/28、全身と口腔の関連性、7.5時間、課題演習 

・口腔病理学（3学年）、11/29、顎骨の病変、非上皮性腫瘍、3時間、講義、 

11/22、中間テスト、1.5時間、試験 

・臨床検査学（4学年）、4/26、5/17、5/27、6/28、7/19、臨床検査、7.5時間、 

 課題演習、6/7、9/6、中間テスト、3時間、試験 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 6編（うち英文 4編） 

・原著論文 4編（うち英文 4編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

・臨床論文 2編 

学会発表 12 編（うち英文 1編、うち筆頭 3編（うち英文 1編）） 

学会活動 日本病理学会 

日本臨床口腔病理学会 

日本口腔検査学会 

日本臨床細胞学会 

日本再生医療学会 

日本再生歯科医学会 

日本口腔インプラント学会 
国際学会 IADR 
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