
氏名 一戸 達也（いちのへ たつや） 
所属 歯科麻酔学講座 
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） 歯学博士 
資格 歯科医師、日本歯科麻酔学会認定医、日本歯科麻酔学会指導医、日本障害者歯

科学会認定医、日本障害者歯科学会指導医、日本歯科麻酔学会歯科麻酔専門医、

日本老年歯科医学会認定医、日本老年歯科医学会指導医、日本老年歯科医学会

老年歯科専門医、日本老年歯科医学会専門医指導医 
職歴 昭和 60 年 1月 東京大学医学部付属病院分院麻酔部医員 

昭和 61 年 1月 東京歯科大学歯科麻酔学講座講師 

平成 3年 1月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教授 

平成 4年 10 月 Harbor/UCLA Medical Center麻酔科客員研究員 

平成 14 年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座教授 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・歯科麻酔学（4年生）通年、1.5時間 14回、講義 

・歯学概論（1年生）通年、1.5時間 3回、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 15 編（うち英文 15編） 

・原著論文 7編（うち英文 7編） 

・症例報告 8編（うち英文 8編） 

総説および解説論文 2編（うち筆頭 2編） 

著書 1編（うち筆頭 1編） 

その他 3編（うち筆頭 3編） 

学会発表 25編（うち英文 3編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会活動 日本歯科麻酔学会理事長 

日本歯科医学会理事 

日本障害者歯科学会理事 

日本医療ガス学会常任理事 

日本歯科医学教育学会理事 

東京歯科大学学会理事 

日本臨床モニター学会理事 

日本蘇生協議会理事 

日本老年歯科医学会評議員 

日本小児麻酔学会評議員 

日中医学協会評議員 
国際学会 International Federation of Dental Anesthesiology Societies President 

elect 

 



氏名 松浦 信幸（まつうら のぶゆき） 
所属 歯科麻酔学講座 
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、日本歯科麻酔学会認定医、日本歯科麻酔学会専門医、日本障害者歯

科学会認定医 
職歴 平成 16 年 5月 東京大学医学部附属病院麻酔科医員 

平成 17 年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助手 

平成 19 年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教（職名変更） 

平成 23 年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座講師 

平成 28 年 10月 東京歯科大学歯科麻酔学講座准教授 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・歯科麻酔学、第４学年、全身麻酔に必要な基礎知識（1）：呼吸の生理、酸塩

基平衡、全身麻酔に必要な基礎知識（4）：術中管理（輸液・輸血）、全身麻

酔の応用：小児・高齢者の麻酔、妊婦への対応、1.5時間×3コマ、講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 7編（うち英文 6編） 

・原著論文 6編（うち英文 6編、うち筆頭 2編（うち英文 2編）） 

・症例報告 1編 

総説および解説論文 5編（うち筆頭 5編） 

著書 2編（うち筆頭 2編） 

学会発表 9編（うち筆頭 1編） 

学会活動 東京歯科大学学会 

日本歯科医学会 

日本歯科麻酔学会 

関東臨床歯科麻酔懇話会 

国際歯科研究学会日本部会（JADR） 

日本障害者歯科学会 

日本臨床麻酔学会 

日本麻酔科学会 

日本歯科医学教育学会 

日本老年歯科学会 
国際学会 IADR（国際歯科研究学会） 

IFDAS（国際歯科麻酔学会議） 

FADAS（アジア歯科麻酔連盟） 

 



氏名 半田 俊之（はんだ としゆき） 
所属 歯科麻酔学講座 
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、日本歯科麻酔学会認定医・専門医、口腔顔面痛学会指導医 
職歴 平成 16 年 5月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助手 

平成 17 年 11月 公立昭和病院麻酔科主事 

平成 19年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教（職名変更） 

平成 20 年 4月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座助教（配置替） 

平成 22 年 5月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座講師 

平成 25 年 8月 東京歯科大学歯科麻酔学講座講師（配置替） 

教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・歯科麻酔学 第四年生  

・医療安全管理学 第四年生 

・臨床実習 0期 医療安全講義 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 4編（うち英文 1編） 

・原著論文 1編 

・症例報告 3編（うち英文 1編） 

総説および解説論文 2編（うち筆頭 2編） 

学会発表 5編（うち英文 1編） 

学会活動 日本歯科麻酔学会 

関東臨床歯科麻酔懇話会 

口腔顔面痛懇話会 

口腔顔面神経機能学会 
国際学会  

 



氏名 松木 由起子（まつき ゆきこ） 
所属 歯科麻酔学講座 
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、日本歯科麻酔学会認定医、日本歯科麻酔学会専門医 
職歴 平成 15 年 5月 東京大学医学部附属病院麻酔科医員 

平成 16 年 5月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助手 

平成 19 年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教（職名変更） 

平成 21 年 9月 独立行政法人国立病院機構栃木病院歯科口腔外科歯科麻酔医 

        長 

平成 23 年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教 

平成 27 年 10月 東京歯科大学歯科麻酔学講座講師 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 2編 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 井出 智子（いで さとこ） 
所属 歯科麻酔学講座 
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 
職歴 平成 25年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教 

平成 27 年 9月 カナダ・マギル大学にて学外研究 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 3編（うち英文 3編） 

・原著論文 3編（うち英文 3編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会発表 1編（うち英文 1編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 黒田 英孝（くろだ ひでたか） 
所属 歯科麻酔学講座 
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、日本歯科麻酔学会認定医・専門医、日本障害者歯科学会認定医 
職歴 平成 27 年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 5編 

・症例報告 5編 

学会発表 13 編（うち英文 1編、うち筆頭 2編） 

学会活動 日本歯科麻酔学会 
日本障害者歯科学会 
日本老年歯科医学会 
日本スポーツ歯科医学会 
日本摂食嚥下リハビリテーション学会 
日本生理学会 

国際学会  

 



氏名 川口 潤（かわぐち じゅん） 
所属 歯科麻酔学講座 
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、日本歯科麻酔学会認定医 
職歴 平成 27年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 2編 

学会活動  
国際学会  

 



氏名 久木留 宏和（くきどめ ひろかず） 
所属 歯科麻酔学講座 
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、日本歯科麻酔学会認定医 
職歴 平成 26年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教 

平成 27 年 4月 東京大学医学部附属病院麻酔科・痛みセンター特任臨床医 

平成 28年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

学会発表 5編 

学会活動 日本歯科麻酔学会 
日本障害者歯科学会 
東京歯科大学学会 

国際学会  

 



氏名 吉田 香織（よしだ かおり） 

所属 歯科麻酔学講座 

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 

職歴 平成 27 年 4月 洛和会音羽病院勤務 

平成 28 年 4月 東京大学医学部付属病院麻酔科・痛みセンター特任臨床医 

平成 29 年 4月 東京歯科大学歯科麻酔学講座助教 

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  
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