
氏名 古澤 成博（ふるさわ まさひろ） 
所属 歯内療法学講座 
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 
職歴 昭和 63 年 4月 東京歯科大学歯科保存学第一講座助手 

平成 17 年 3月 東京歯科大学歯科保存学第一講座講師 

平成 17 年 4月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座講師（配置替） 

平成 18 年 6月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座助教授 

平成 19 年 4月 東京歯科大学口腔健康臨床科学講座准教授（職名変更） 

平成 25 年 4月 東京歯科大学歯科保存学講座主任教授 

平成 29 年 4月 東京歯科大学歯内療法学講座主任教授 

（講座再編に伴う講座名称変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

 

 

学会活動 日本歯科保存学会理事 

日本歯内療法学会常任理事 

歯科医学教育学会理事 

日本歯科顕微鏡学会評議員 

東京歯科大学学会 

日本歯科医療管理学会 
国際学会  

 



氏名 森永 一喜（もりなが かずき） 
所属 歯内療法学講座 
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） 歯学博士 
資格 歯科医師、保存治療専門医（日本歯科保存学会）、保存治療指導医（日本歯科

保存学会）、インフェクションコントロールドクター（ＩＣＤ制度協議会）、日

本歯科薬物療法学会認定歯科医師、日本口臭学会口臭認定医 
職歴 昭和 60 年 10月 東京歯科大学歯科保存学第一講座助手 

平成 2年 4月 東京歯科大学歯科保存学第一講座講師 

平成 18 年 4月 東京歯科大学歯内療法学講座講師（講座名称変更） 

平成 21 年 4月 東京歯科大学歯科保存学講座講師（講座名称変更） 

平成 23 年 1月 東京歯科大学歯科保存学講座准教授 

平成 29 年 4月 東京歯科大学歯内療法学講座准教授 

（講座再編に伴う講座名称変更） 

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 2編） 

・原著論文 3編（うち英文 2編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会発表 2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 

日本バイオマテリアル学会会員 

日本口腔インプラント学会会員 

日本歯科薬物療法学会会員 

日本歯科保存学会評議員 

日本歯内療法学会会員 

日本顕微鏡歯科学会会員 

日本顕微鏡歯科学会評議員 

日本口臭学会会員 

東京歯科大学学会評議員 
国際学会 American Association of Endodontists会員 

 



氏名 末原 正崇（すえはら まさたか） 
所属 歯内療法学講座 
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 15 年 10月 東京歯科大学歯科保存学第一講座助手 

平成 17 年 4月 アラバマ大学客員研究員 

平成 18 年 4月 東京歯科大学歯内療法学講座助手（講座名称変更） 

平成 19 年 4月 東京歯科大学歯内療法学講座助教（職名変更） 

平成 21 年 4月 東京歯科大学歯科保存学講座講師 

平成 29 年 4月 東京歯科大学歯内療法学講座講師 

（講座再編に伴う講座名称変更） 

教育業績 

（平成 28年度） 

 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編（うち英文 1編） 

・原著論文 1編（うち英文 1編） 

 

学会活動 日本歯内療法学会ガイドライン策定委員会委員 
国際学会  

 



氏名 藤井 理絵（ふじい りえ） 
所属 歯内療法学講座 
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、日本歯科保存学会認定医 
職歴 平成 19 年 7月 東京歯科大学歯内療法学講座助教 

平成 21 年 4月 東京歯科大学歯科保存学講座助教（講座名称変更） 

平成 22 年 7月 東京歯科大学歯科保存学講座講師 

平成 29 年 4月 東京歯科大学歯内療法学講座講師 

（講座再編に伴う講座名称変更） 
教育業績 

（平成 28年度） 

大学院講義 

・歯内療法学、1.5時間 

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）） 

 

学会活動 日本歯科保存学会会員 

日本歯内療法学会会員 

日本口腔インプラント学会会員 

日本臨床顕微鏡学会会員 
国際学会  

 



氏名 間 奈津子（あいだ なつこ） 
所属 歯内療法学講座 
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専門医 

職歴 平成 23 年 4月 東京歯科大学歯科保存学講座助教 

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 東京歯科大学歯内療法学講座講師 

（講座再編に伴う講座名称変更） 
教育業績 

（平成 28年度） 

歯学部講義 

・歯内療法学（第 3学年）での講義 1コマ「根管処置後の修復について」 

研究業績 

（平成 28年度） 

論文総数 1編（うち英文 1編） 

・原著論文 1編（うち英文 1編、うち筆頭 1編（うち英文 1編）） 

学会発表 5編（うち英文 1編） 

学会活動 日本歯科保存学会専門医 
日本歯科保存学会評議員 
日本歯内療法学会会員 
日本臨床顕微鏡学会会員 

国際学会  

 



氏名 杉内 亜紀奈（すぎうち あきな） 

所属 歯内療法学講座 

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 29 年 4月 東京歯科大学歯内療法学講座助教 

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  

 



氏名 佐古 亮（さこ りょう） 

所属 歯内療法学講座 

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 29 年 4月 東京歯科大学歯内療法学講座助教 

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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