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口腔外科学講座 

 

プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 
 

教  授   柴原 孝彦   次世代口腔がん検診システム・アルゴリズムの開発  

准 教 授   髙木多加志   顎矯正手術の三次元シミュレーション精度に関する研究 

講  師   大畠  仁   歯科大学病院にクリニカルパスの検討 

須賀賢一郎   下顎枝矢状分割法における3次元CTを用いた下顎枝形態の比較研 

薬師寺 孝   口腔粘膜疾患の非侵襲的診断法の確立 

助  教   成田 真人   BRONJと骨代謝マーカーの相関性についての研究 

恩田 健志   口腔癌特異的分子標的治療薬の開発 

別所 央城   光学技術を用いた新たな口腔がんスクリーニング装置の開発 

大金  覚   唾液腺癌におけるSyk遺伝子の発現機能解析 

山本 雅絵   顔面非対称における顔貌形態と骨格形態との関連性の検討 

右田 雅士   口腔がんにおける光線理力学療法の臨床応用 

岩本 昌士   歯性感染症における膿汁のT-RFLP解析 

レジデント  斎藤 寛一   口腔がんの早期発見機器の開発 

森川 貴迪   口腔がんにおけるImaging biomarkerとしてのFDG PETと予後の検 

渡部 幸央   早期舌がんにおける後発頸部リンパ節転移予測マーカーの開発 

折戸  聡   顎変形症患者における骨格形態と咬合力の三次元的解析 

藤本 侑子   舌神経障害に対する電気生理学的神経機能評価 

太尾 英子   FDG-PETを用いた口腔がんにおける頸部リンパ節転移に関する研 

岡本江里奈   インプラント矯正治療における装置の検討 

船越 彩子   口腔がんにおける女性患者の検討 

太田 亮輔   MRONJ発症原因の検討 

大竹 祐輔   顎変形症患者におけるオトガイ形成の検討 

花房 秀行   唇顎口蓋裂患者の臨床統計学的検討 

大学院生   廣田 雅幸   下顎枝矢状分割術時の骨切り時の下顎枝外科解剖における比較研 

逢坂 竜太   口腔扁平上皮癌の予後予測因子の検討 

加藤  宏   iPS細胞由来骨芽細胞を用いた創薬評価 

小郷 直之   顎矯正手術における三次元セファロ分析と二次元セファロ分析の検 

        討 

重政 理香   下顎後退患者において顎矯正手術が日本語子音に及ぼす影響につい 

        て 

林  宰央   ヒトiPS細胞を用いた骨再生療法に関する総合的研究 

長谷川大悟   基底細胞母斑症候群患者のiPS細胞の樹立および骨代謝異常の解明 

髙田  満   ウサギ下歯槽神経部分損傷に対する治療法、使用材料の比較・検討 

重野健一郎   顎関節症における下顎頭骨髄のT2マッピングMRI信号強度と疼痛と 

の関連性 

柴野 正康   唇顎口蓋裂患者のLe Fort I型骨切り術における上顎骨外科解剖 

丸茂 知子   口腔扁平上皮癌における代謝関連物質（FAD）の発現解析 

志賀 勇昭   ラット骨欠損モデルを用いた骨再生におけるiPS細胞の有用性の検討 
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渡邊 美貴   3DCT解析による顎裂部骨移植術の適応および至適時期に関する臨床 

的検討 

角屋 貴則   治療戦略に決定に有用な分子生物学的マーカーの開発 

有泉 高晴   人工神経開発を目指した実験的研究 

山田  祥   T2マッピングを用いた顎関節症患者における治療効果の検討 

関川 翔一   口腔扁平上皮癌に対する抗転移薬の開発 

 

2. 成果の概要 
 

１）顎矯正手術における三次元セファロ分析と二次元セファロ分析の検討 

 外科的矯正治療の治療計画や治療後の評価は、二次元セファロ分析で行うのが一般的であるが、顔面非対称を有

する顎変形症患者では、二次元分析では正確な判断が困難である。そこで、本研究では、三次元での分析を検討す

ることで、骨格形態の診断と術後対称性、術後安定性を明らかにしたことを報告したものである。顔面非対称を伴

う顎変形症患者において、上下顎の水平的、前後的、上下的な術後変化量を三次元的に捉えることが可能であり、

水平方向の術後対称性を評価するには、頤部が最も適応であると示唆された。また、術後安定性を評価するには、

下顎の角度分析は近位骨片と遠位骨片の位置変化の影響を受けるため、困難であるが、上下顎距離分析、上顎の角

度分析は有用であると示唆された。 
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２）ヒトiPS細胞を用いた骨再生療法に関する基礎的研究 

先天的・後天的な自然治癒の望めない広範囲の骨欠損に対し、審美性・機能の回復を目的にしばしば外科的骨再

生療法が行われている。現在まで新鮮自家骨移植が治療のgold standardとされているが、移植骨採取量や形態賦

形性の限界、移植骨の術後感染や吸収、移植に伴う患者への負担などいくつかの問題がある。そのため自家骨移植

にとって代わる安全かつ確実な新たな骨再生療法が求められている。本研究においてラット頭蓋骨骨欠損モデルを

用い、ヒト iPS細胞と自己組織化ナノペプチドハイドロゲル（PuraMatrixTM）を用いた骨再生療法の可能性を検討

した。ヒトiPS細胞移植群は有意に新生骨体積量が多かった。母床骨辺縁からの骨再生を認め、骨欠損部中央から

も散在性に骨再生を認めた。PuraMatrixnTMを担体としiPSop細胞を移植することでiPSop細胞が生き残り、その細

胞が核となり増殖したか、生き残ったiPSop細胞から多数のgrowth factorや cytokineが放出され骨再生しやす

い状態となった事が推察された。PuraMatrixnTMを担体としたヒトiPS細胞移植は新たな骨再生療法として有用であ

ることが示唆された。 
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 3. 学外共同研究 

 

担当者 研究課題 

学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

柴原 孝彦 光学口腔粘膜観察装置の開発 株式会社松風 京都市 柴原 孝彦 
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担当者 研究課題 

学外研究施設 

研究施設 所在地 責任者 

髙木多加志 硬組織用超音波切削機器 OSADA 

FALCONの改良 

長田電気工業株式会社 東京都 

品川区 

髙木多加志 

須賀賢一郎 口唇口蓋裂児の哺乳支援 聖マリア学院大学 久留米市 松原まなみ 

森川 貴迪 炭素イオン線における耐容線量確立

のための正常耳下腺体積変化の研究 

独立行政法人放射線医学

総合研究所重粒子医科学

センター病院 

千葉市 高木 亮 

柴原 孝彦 

渡部 幸央 

角屋 貴則 

キナーゼ抗体ライブラリーを用いた

新規口腔がん治療標的分子の探索 

国立がん研究センター研

究所 創薬臨床研究分野 

東京都 

中央区 

本田 一文 

 

4. 科学研究費補助金・各種補助金 

 

研究代表者 研究課題 研究費 

柴原 孝彦 次世代口腔がん検診システム・アルゴリズムの開

発 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C) 

高木多加志 顎変形症患者の手術前後の三次元形態分析と予測

精度に関する研究  

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C) 

恩田 健志 口腔癌特異的分子標的治療薬の開発 文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C) 

 

5. 研究活動の特記すべき事項 

 

受賞 

受賞者名 年月日 賞名 テーマ 学会・団体名 

林 宰央 2014. 7.17 優秀ポスター発表賞 ヒト iPS細胞を用いた骨再生療

法に関する基礎的研究 

第 59回日本口腔外科学

会総会・学術大会 

逢坂 竜太 2014. 7.17 優秀ポスター発表賞 舌癌術後における舌骨の運動動

態解析 

第 59回日本口腔外科学

会総会・学術大会 

恩田 健志 2015. 1.30 優秀ポスター発表賞 口腔扁平上皮細胞に対する PDE

阻害剤の抗腫瘍効果 

第 33回日本口腔腫瘍学

会学術大会 

 

学会・研究会主催 

主催者名 開催年月日 学会・研究会名 会場 開催地 

柴原 孝彦 2014. 6.14-15 口腔顎顔面外傷 診療ガイドライン作成委員会 水道橋病院 東京都 

千代田区 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

http://kaken.nii.ac.jp/d/p/25463148.ja.html
http://kaken.nii.ac.jp/d/p/25463148.ja.html
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髙木多加志 2014. 6.11 上顎劣成長とlong faceを伴う 骨格性反

対咬合の診断と治療 

第 24回日本顎変形症

学会総会・学術大会 

福岡市 

藥師寺 孝 2014.10.18 拡大内視鏡とNBIの口腔領域への応用 第 59回日本口腔外科

学会総会・学術大会 

千葉市 

 

学会招待講演・特別講演・教育講演 

講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

髙木多加志 2014.11.27 歯科矯正用アンカースクリューの

現状を学ぶ 

日本成人矯正歯科学会 東京都 

千代田区 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

岡本江理奈 2014. 2. 5 高齢のため術後摂食嚥下に苦慮した

下顎歯肉癌の一例 

東京歯科大学3病院合同・日

本歯科大学口腔がんカンフ

ァレンス 

東京都 

千代田区 

 

6. 教育に関する業績、活動 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

須賀 賢一郎 

藥師寺 孝 

成田 真人 

2015. 3. 1 
平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 

評価者 東京都 

千代田区 

右田 雅士 

岩本 昌士 

2015. 3. 1 
平成26年度東京歯科大学 第4学年OSCE 

補助係 東京都 

千代田区 

 

7. 社会的貢献・社会に対する活動 

 

その他メディア等への掲載・出演 

氏名 年月日 タイトル 掲載誌・放送局番組名・URL 

柴原 孝彦 2015. 1.27 口の外科治療（1）舌の異常 ネット

で相談 

読売新聞 医療ルネサンス 

柴原 孝彦 2015. 1.28 口の外科治療（1）白板症 がん化リ

スク 

読売新聞 医療ルネサンス 

 


