
氏名 村松 敬（むらまつ たかし） 
所属 保存修復学講座 
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、死体解剖医、口腔病理専門医、口腔病理専門医指導医、細胞診専門

歯科医、介護支援専門員 
職歴 平成 7年 4月 東京歯科大学病理学講座助手 

平成 10 年 4月 東京歯科大学病理学講座講師 

平成 11 年 10月 Harvard大学歯学部留学 

平成 23 年 4月 東京歯科大学臨床検査病理学講座講師（配置替） 

平成 23 年 9月 東京歯科大学臨床検査病理学講座准教授 

平成 23 年 10月 鶴見大学歯学部病理学講座准教授 

平成 25 年 4月 東京歯科大学歯科保存学講座教授 

平成 29 年 4月 東京歯科大学保存修復学講座教授（講座再編に伴う配置替） 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・第３学年通年 

歯内療法学、歯髄疾患、根尖性歯周炎、歯内療法後の治癒形態 

保存修復学、齲蝕、非齲蝕性硬組織疾患、加齢変化 

・第２学年前期 

細胞分子生物学、物質成立、幹細胞、炎症、バイオテクノロジーの基礎、

疾患 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 6編（うち英文 5編） 

・原著論文 5編（うち英文 4編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

・症例報告 1編（うち英文 1編） 

総説および解説論文 1編（うち筆頭 1編） 

著書 3編（うち筆頭 1編） 

その他 2編 

学会発表 15 編（うち英文 3編、うち筆頭 2編（うち英文 1編）） 

学会活動 日本臨床口腔病理学会評議員 

日本臨床口腔病理学会将来検討委員会 

東京歯科大学学会評議員 

東京歯科大学学会学会部委員 

日本歯内療法学会ガイドライン作成委員会委員 

日本歯内療法学会編集委員会委員 
国際学会  

 



氏名 亀山 敦史（かめやま あつし） 
所属 保存修復学講座 
職名 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科保存学会専門医、特定非営利活動法人

日本歯科保存学会指導医、日本歯科理工学会 Dental Material Senior 

Advisor（専門領域：歯科接着器材）、日本接着歯学会認定医、日本歯科東洋医

学会認定医、日本レーザー歯学会認定医、日本レーザー歯学会指導医、日本口

臭学会専門医 

職歴 平成 13 年 4月 東京歯科大学歯科保存学第三講座助手 

平成 15 年 3月 東京歯科大学歯科保存学第三講座講師 

平成 15 年 4月 東京歯科大学歯科保存学第三講座非常勤講師 

平成 15 年 5月 医療法人亀山歯科医院副院長 

平成 18 年 4月 東京歯科大学保存修復学講座助手 

平成 19 年 4月 東京歯科大学保存修復学講座助教（職名変更） 

平成 20 年 4月 東京歯科大学保存修復学講座講師 

平成 21 年 4月 東京歯科大学千葉病院総合診療科講師（配置替） 

平成 22 年 3月 ベルギー王国立ルーヴェン・カトリック大学（現 KU Leuven） 

客員研究員 

平成 24 年 8月 東京歯科大学千葉病院総合診療科准教授 

平成 25 年 8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 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 4月 東京歯科大学保存修復学講座准教授（講座再編に伴う配置替） 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・第 3 学年保存修復学講義、６コマ担当（各 1.5 時間，講義）、保存修復学総

論、医療面接と検査法１・２、CRインレー修復、セラミックインレー修復、

CAD/CAM、間接修復の合着と接着、変色歯の処置、べニア修復 

大学院講義 

・大学院共通講義、1.5時間、「光照射器はどれを使っても同じか？」 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 4編（うち英文 3編） 

・原著論文 4編（うち英文 3編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会発表 5編（うち英文 2編、うち筆頭 4編（うち英文 1編）） 

学会活動 東京歯科大学学会評議員 

日本歯科保存学会指導医 

日本歯科保存学会専門医 

日本歯科保存学会評議員 

日本歯科理工学会デンタルマテリアルシニアアドバイザー 

日本接着歯学会認定医 

日本レーザー歯学会指導医 

日本レーザー歯学会専門医 

日本歯科東洋医学会専門医 

日本歯科東洋医学会常任理事 

日本歯科東洋医学会学術誌編集委員 

日本歯科東洋医学会倫理委員会委員 

日本歯科東洋医学会認定委員会委員 

日本歯科東洋医学会薬剤応用検討委員会委員 

日本歯科薬物療法学会漢方薬の EBM委員会（未承認薬対策委員会分科会）委員 

日本歯科審美学会 



日本口臭学会理事 

日本口臭学会評議員 

日本口臭学会編集委員 

日本口臭学会認定試験委員会委員 

国際歯科研究学会日本部会 
国際学会 International Association for Dental Research 

Academy of Dental Materials 

 



氏名 春山 亜貴子（はるやま あきこ） 
所属 保存修復学講座 
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、日本歯科保存学会歯科保存治療認定医、Dental Materials Senior 

Adviser 

職歴 平成 23 年 4月 東京歯科大学千葉病院総合診療科助教  

平成 25 年 9月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座助教（配置替） 

平成 27 年 4月 東京歯科大学歯科保存学講座助教（配置替） 

平成 27 年 10月 東京歯科大学歯科保存学講座講師 

平成 29 年 4月 東京歯科大学保存修復学講座講師（講座再編に伴う配置替） 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・保存修復学講義、5 コマ担当（第 3 学年、計 425 分、約 152 名、講義）、保

存修復の適応症、修復法の種類、硬組織疾患の処置、修復材料の前準備、感

染予防対策、アマルガム・メタルインレー修復、窩洞のまとめ 

大学院講義 

・1コマ（計 90 分、講義）、MI臨床をささえる歯科材料 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 2編（うち英文 2編） 

・原著論文 2編（うち英文 2編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会発表 4編（うち英文 2編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会活動 東京歯科大学学会会員 
日本歯科保存学会会員 
日本歯科理工学会会員 
日本レーザー歯学会会員 
日本接着歯学会会員 
日本歯科審美学会会員 
総合歯科学会 

国際学会  

 



氏名 半場 秀典（はんば ひでのり） 
所属 保存修復学講座 
職名 講師 
最終学歴 東京医科歯科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 歯科医師 
職歴 平成 24 年 4月 東京医科歯科大学歯学部附属病院医員 

平成 27 年 10月 東京歯科大学歯科保存学講座助教 

平成 29 年 4月 東京歯科大学保存修復学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・情報科学入門、１年、前期、Wordと Excel、1.5時間、講義 

・保存修復学、３年、通年、保存修復学講義、21時間、講義 

大学院講義 

・大学院講義Ⅰ病態学、２年、後期、Tooth wear病態と診断、1.5時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 2編（うち英文 1編） 

・原著論文 2編（うち英文 1編、うち筆頭 1編） 

著書 1編 

その他 1編（うち筆頭 1編） 

学会発表 1編（うち筆頭 1編） 

学会活動  
国際学会  
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