
氏名 望月 隆二（もちづき りゅうじ） 
所属 物理学研究室 
職名 教授 
最終学歴 千葉大学大学院自然科学研究科 
学位（修士・博士） 学術博士 
資格  
職歴 平成 7年 4月 東京歯科大学物理学研究室講師 

平成 12 年 4月 東京歯科大学物理学研究室助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学物理学研究室准教授（職名変更） 

平成 22 年 9月 東京歯科大学物理学研究室教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・基礎物理学（Ⅰ）、1年前期各週 1コマ 

・基礎物理学（Ⅱ）、1年後期各週 1コマ 

・生体科学、2年 6コマ 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

その他 1編（うち筆頭 1編） 

学会活動 日本物理学会会員 
日本歯科医学教育学会会員 
東京歯科大学学会会員 

国際学会  

 



氏名 加藤 哲男（かとう てつお） 
所属 化学研究室 
職名 教授 
最終学歴 横浜市立大学文理学部 
学位（修士・博士） 歯学博士 
資格  
職歴 昭和 57 年 10月 東京歯科大学微生物学講座副手 

昭和 59 年 4月 東京歯科大学微生物学講座助手 

平成 2年 9月 アメリカ合衆国テキサス州立大学サンアントニオ・ヘルス・サ

イエンス・センターPF 

平成 4年 4月 東京歯科大学微生物学講座講師 

平成 7年 4月 東京歯科大学微生物学講座助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学微生物学講座准教授（職名変更） 

平成 21 年 4月 東京歯科大学化学研究室准教授（配置替） 

平成 22 年 11月 東京歯科大学化学研究室教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・基礎化学 I、1 年前期、プレースメントテストで化学の点数が低かった学生

を対象として、高校化学レベルから準備コアカリキュラムのレベルまでの到

達を目指し講義した、21時間、講義 

・基礎化学 II、1年後期、プレースメントテストで化学の点数が低かった学生

を対象として、有機化学を中心に準備コアカリキュラムのレベルまでの到達

を目指し講義した、21時間、講義 

・自然科学演習、1 年通年、高校レベルから「化学 I, II」での内容について

練習問題と解説、18時間、演習 

・生体科学、2年前期、生体の材料となる物質・生体の電気・溶液・体液につ

いて講義した、13.5時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 4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）） 

学会発表 1編 

学会活動 東京歯科大学学会会員・評議員 
歯科基礎医学会会員 
日本細菌学会会員・評議員 
日本歯科医学教育学会会員 

国際学会 International Association for Dental Research会員 

Japanese Association for Dental Research（上記学会日本部会）会員 

 



氏名 橋本 貞充（はしもと さだみつ） 
所属 生物学研究室 
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） 歯学博士 
資格 歯科医師 
職歴 昭和 60 年 10月 イタリア・ミラノ大学に客員研究員として研究留学 

昭和 62 年 11月 東京歯科大学病理学第二講座講師 

平成 3年 4月 東京歯科大学病理学講座講師（講座統合による講座名称変更） 

平成 14 年 4月 東京歯科大学病理学講座助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学病理学講座准教授 

平成 23 年 4月 東京歯科大学生物学研究室准教授（配置替） 

平成 26 年 11月 東京歯科大学生物学研究室教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 日本病理学会会員 
日本病理学会評議員 
臨床口腔病理学会会員 
歯科基礎医学会会員 
歯科基礎医学会評議員 
東京歯科大学学会会員 
東京歯科大学学会評議員 
日本口腔外科学会会員 
日本歯周病学会会員 
日本唾液腺学会会員 
日本唾液腺学会評議員 
日本電子顕微鏡学会会員 
日本臨床細胞診学会会員（細胞診専門歯科医） 

国際学会  

 



氏名 森田 雅義（もりた まさよし） 
所属 語学研究室 
職名 教授 
最終学歴 上智大学外国語学部 
学位（修士・博士）  
資格 中学校・高等学校教諭１種免許状（英語） 
職歴 昭和 53 年 4月 千葉県立千葉東高等学校通信制課程教諭 

昭和 56 年 4月 千葉県立船橋芝山高等学校教諭 

昭和 61 年 4月 千葉県立千葉西高等学校教諭 

平成 2年 4月 千葉県立検見川高等学校 教諭 

平成 4年 4月 英語担当教員英国長期研修（バーミンガム大学大学院） 

平成 5年 4月 千葉県立柏井高等学校教諭 

平成 12 年 4月 千葉県教育庁学校指導部指導課指導主事 

平成 14 年 4月 千葉県総合教育センター研究指導主事 

平成 16 年 4月 千葉県立成田国際高等学校教頭 

平成 18 年 4月 東京歯科大学英語研究室助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学英語研究室准教授（職名変更） 

平成 25 年 7月 東京歯科大学英語研究室教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・英語Ⅰ、1年通年、A組 27コマ、英語４技能の習得 85分、座学、B組 27

コマ、英語４技能の習得、85分、座学 

・科学英語、2年前期、A班 15コマ、英語４技能の習得 85分、座学、B班

15コマ、英語４技能の習得、85分、座学 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 上條 英之（かみじょう ひでゆき） 
所属 歯科社会保障学 
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） 歯学博士 
資格 歯科医師 
職歴 昭和 62 年 6月 厚生省健康政策局歯科衛生課歯科衛生係長 

昭和 63 年 7月 厚生省健康政策局歯科衛生課課長補佐 

平成 6年 4月 埼玉県衛生部保健予防課副参事 

平成 8年 4月 厚生省保険局医療課医療指導監査室医療指導監査官 

平成 8年 10 月 厚生省保険局医療課医療指導監査室特別医療指導監査官 

平成 10年 7月 厚生省健康政策局歯科保健課課長補佐 

平成 13 年 1月 厚生労働省健康政策局歯科保健課課長補佐（省名変更） 

平成 14 年 4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 

平成 16 年 4月 国立長寿医療センター運営部政策医療企画課長 

平成 16 年 9月 厚生労働省保険局歯科医療管理官 

平成 22 年 7月 厚生労働省医政局歯科保健課長 

平成 26 年 4月 東京歯科大学歯科社会保障学教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・歯科医療管理学入門、1年生、7.5時間、講義 

医療管理学、4年生、6時間、実習 

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） 

総説および解説論文 5編（うち筆頭 4編） 

学会発表 6編（うち筆頭 1編） 

学会活動 日本口腔衛生学会評議員 
東京歯科大学学会評議員 
日本公衆衛生学会会員 
日本歯科医学教育学会 
日本歯科医療管理学会理事 
日本産業衛生学会会員 
医療経済研究機構賛助会員 
社会歯科学会会員 

国際学会  

 



氏名 高際 睦（たかぎわ むつみ） 
所属 数学研究室 
職名 准教授 
最終学歴 慶應義塾大学大学院理工学研究科後期博士課程 
学位（修士・博士） 博士（工学） 
資格  
職歴 平成 10 年 4月 慶應義塾大学理工学部助手 

平成 13 年 4月 東京歯科大学数学研究室講師 

平成 14 年 4月 東京歯科大学数学研究室助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学数学研究室准教授（職名変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・数学Ⅰ、1年通年、微分・積分の基礎、3時間、講義 

・医療統計学、2年前期、統計学の基礎、3時間、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 池上 健司（いけがみ けんじ） 
所属 物理学研究室 
職名 准教授 
最終学歴 千葉大学自然科学研究科 
学位（修士・博士） 博士（理学） 
資格  
職歴 平成 8年 4月 東京歯科大学物理学研究室講師 

平成 14 年 4月 東京歯科大学物理学研究室助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学物理学研究室准教授（職名変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・一般物理学（Ⅰ）、1 年前期各週（14 週）1 コマ、プレースメントテストで

良い点数をとった学生を対象とした 1クラスでの物理学の講義 

・一般物理学（Ⅱ）、1 年後期各週（13 週）1 コマ、プレースメントテストで

良い点数をとった学生を対象とした 1クラスでの物理学の講義 

・情報科学入門、1年前期 1コマ、1クラス 

・歯科物理学、2年前期 15コマ、1クラス 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 日本物理学会会員 
国際学会  

 



氏名 西川 慶一（にしかわ けいいち） 
所属 化学研究室 
職名 准教授 
最終学歴 東京理科大学理学部 
学位（修士・博士） 博士（歯学） 
資格 医学物理士 
職歴 昭和 58 年 4月 東京歯科大学歯科放射線学講座副手 

昭和 60 年 4月 東京歯科大学歯科放射線学講座助手 

平成 19 年 4月 東京歯科大学歯科放射線学講座助教（職名変更） 

平成 24 年 4月 東京歯科大学歯科放射線学講座講師 

平成 27 年 9月 東京歯科大学化学研究室講師（配置替） 

平成 28 年 7月 東京歯科大学化学研究室准教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 日本歯科放射線学会和文誌編集委員会委員 
日本歯科放射線学会代議員 
日本歯科放射線学会専門医認定委員会委員 
日本歯科放射線学会防護委員会委員 
医学物理士認定機構試験委員会委員 
日本画像医療システム工業会標準化部会 SC-2206（歯科用 X 線装置）委員 

国際学会  

 



氏名 柴家 嘉明（しばいえ よしあき） 
所属 語学研究室 
職名 准教授 
最終学歴 早稲田大学大学院文学研究科英文学修士課程 
学位（修士・博士） 英文学修士 
資格 英検１級、高等学校教諭一級普通免許外国語（英語） 
職歴 昭和 60 年 4月 早稲田大学本庄高等学校英語科非常勤講師 

昭和 60 年 4月 早稲田高等学校英語科非常勤講師 

昭和 62 年 4月 東邦大学理学部英語科非常勤講師 

平成元年 4月 東京歯科大学英語研究室講師 

平成 12 年 4月 東京歯科大学英語研究室助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学英語研究室准教授（職名変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・英語Ⅱ、1年通年、前期は歯科医学英語への導入としての一般英語の基礎習

得を目標とする。後期は歯科医学英語への導入としての科学英語の基礎習得

を目標とする。いずれもリスニングとスピーキングの練習を中心に授業を行

った。リスニングの練習は、テキスト（前期）、科学者へのインタビュー（後

期）の音声を徹底的に聞くことにより行った。スピーキングの練習は、毎授

業中に数名の学生が、ある一般的テーマについての public speech を行う

ことと、各授業最後に４人グループによる一般英語会話の録音により行っ

た。録音は通年で各人２回行う。 

・歯科医学英語、２年生前期、歯科医学英語の基本の習得を目標とする。     

歯科英会話のテキストから選択した歯科医学英語における基本 Key Words約 

 400を、音、意味、使い方、綴りの４つの面からアプローチすることにより、 

 習得してもらった。毎授業中に数名の学生が、その日に学習した English  

  expressions of dental practice（配布プリント）の中からそれぞれ１つ      

の表現を選び、その内容についての comment 等を public speaking とし      

て行った。口腔（歯科）医学、医療に関する英語会話の、グループ録音を行

った。録音は１人〜５人（メンバーは自由）で行った。 

・歯科医学英語講読、2年生後期、歯科医学領域の英語文読解力習得を目的と

する。専門系の教員により選択された論文等の英語文を、講義形式で解説し

た。その際、一般的な読み方、すなわち英語文を受動的に受け入れる言わば      

「静的な読み」から、書き手の思考プロセスを想像あるいは批判的に

(critically) 追体験しようとする「動的な読み」への知的態度の転換を     

学生に求めながら解説した。 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 東京歯科大学学会評議員 
日本医学英語教育学会評議員 
早稲田大学英文学会 

国際学会  

 



氏名 佐藤 正樹（さとう まさき） 
所属 生理学講座 
職名 講師 
最終学歴 東邦大学大学院理学研究科博士後期課程 
学位（修士・博士） 博士（理学） 
資格  
職歴 平成 25 年 4月 東京歯科大学生理学講座助手 

平成 27 年 4月 東京歯科大学生理学講座助教 

平成 29 年 4月 東京歯科大学生物学教室講師 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・生理学、2年後期、生理学における特殊感覚、3時間、講義 

・生理学実習、3年前期、活動電位の記録、筋運動、味覚、咀嚼、心機能、45

時間、講義・実習 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 4編（うち英文 4編） 

・原著論文 5編（うち英文 4編） 

総説・解説 1編 

学会活動 日本生理学会会員 

歯科基礎医学会会) 

日本トランスポーター研究会会員 
国際学会  
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