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オーラルメディシン・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   片倉  朗   早期癌の発見に関する臨床学的研究 

講  師   澁井 武夫   口唇裂・口蓋裂の治療と心理に関する研究 

助  教   浮地賢一郎   歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究 

吉田 恭子   口腔上皮異形成の癌化能の診断に関する実験的研究 

酒井 克彦   摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

齊藤 朋愛   口腔上皮異形成の癌化能の診断に関する実験的研究 

三條 祐介   摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

野口 沙希   前癌病変におけるサイトケラチンの発現について 

レジデント  並木 修司   糖尿病患者における歯周病合併症とそのリスク 

市島 丈裕   糖尿病患者における歯周病合併症とそのリスク 

野田 康平   摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

 東郷 拓也   呼吸器管理下における感染予防のための口腔ケア方法 

 萩原 僚一   抗癌剤の副作用における基礎的研究 

 丸山 貴俊   糖尿病患者における歯周病合併症とそのリスク 

 山本 雄輔   早期癌の発見に関する臨床学的研究 

 伊藤 康隆   摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

 藪下 雅子   摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

 根木沙枝子   呼吸器管理下における感染予防のための口腔ケア方法 

 日高 真吾   抗癌剤の副作用における基礎的研究 

 湯澤 友香   早期癌の発見に関する臨床学的研究 

 佐藤絵美子   摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

 金  美良   上顎骨および頬骨へのデンタルインプラント植立における基礎的、臨床的 

研究 

 五月女寛明   口腔上皮異形成の癌化能の診断に関する実験的研究 

 平賀 智豊   口唇裂・口蓋裂の治療と心理に関する研究 

 松本 亜弓   口唇裂・口蓋裂の治療と心理に関する研究 

 森田 奈那   口腔上皮異形成の癌化能の診断に関する実験的研究 

 横山  梓   糖尿病患者における歯周病合併症とそのリスク 

 栁田 治朗   口唇裂・口蓋裂の治療と心理に関する研究 

 津島 克哉   糖尿病患者における歯周病合併症とそのリスク 

大学院生   村上 正治   摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

 井口 直彦   歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究 

 鈴木 大貴   口腔上皮異形成の癌化能の診断に関する実験的研究 

 矢島 由香   抗癌剤の副作用における基礎的研究 

 西山 明宏   呼吸器管理下における感染予防のための口腔ケア方法 

 大島 光慶   早期癌の発見に関する臨床学的研究 

 星野 照秀   摂食、嚥下機能に関する基礎的研究 

 三邉 正樹   歯科用金属アレルギー診断と治療に関する研究 

 

2. 成果の概要 
 
1) 癌化学療法による口腔粘膜炎のリスクに対する専門的な口腔管理の効果に関する研究 

本研究は化学療法施行患者に対して専門的な口腔管理を行うことの有用性を検討することを目的に行 

った。乳癌で化学療法を適応する患者 26例を対象とし、無作為化比較試験を行った。 
専門的口腔管理群と比べ、口腔粘膜炎の発生者は対照群に有意に多く認められた。また、口腔粘膜炎の 

指標として用いたOAGによる評価値も専門的口腔管理群の方が有意に低値であった。 

本研究の結果から化学療法開始前から専門的口腔管理を行うことで口腔粘膜炎を含めた口腔内環境の悪 
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化を有意に軽減し、専門的口腔管理の有効性が証明された。 

今後、がん治療におけるチーム医療に歯科医師、歯科衛生士が積極的に関与する必要があることを支持 

する結果となった 

 

Support Care Cancer 22:2935–2940, 2014 

 

2) 日本人地域在住高齢者における咀嚼機能とサルコペニアの関連性について 
目的：摂取する栄養素のバランスが崩れると筋量・筋力・身体機能が低下しサルコペニアになるとの

報告があり、また摂取する栄養素のバランスを保つには咀嚼機能の維持が重要となる。本研究は、咀嚼

機能とサルコペニアの関連性について検討を行った。 

方法：東京都板橋区在住の65歳から85歳の761名 (平均年齢73.0 ± 5.1歳)を対象とした。咀嚼機能 

とサルコぺニアの関連性について検討した。 

結果：761人の対象者のうち、筋力もしくは身体機能の低下が顕在化している段階でサルコぺニア重 

症度を分類したところ、15.2％が該当した。更に、年齢 (odds ratio (OR) = 2.37, 95%信頼区間 (CI)  

=1.52-3.70)、BMI (OR =0.75, CI=0.69-0.81)、咀嚼機能 (OR=2.18, CI=1.21-3.93) がサルコペニアと 

の関連因子として抽出された。 

結論：本研究の結果、咀嚼機能の低下とサルコぺニアとの間に関連があり、咀嚼機能は既知の関連因 

子である年齢と同程度のオッズ比で関連していた。 

 

Geriatr Gerontol Int. 2014 Nov 3. 

 

3) アルカリ性化学損傷後における頬粘膜再上皮形成について 
口腔内のアルカリ性条件はタバコ、制酸剤、アルカリ性の飲料水、重炭酸歯磨き粉等様々な刺激に起 

因して生じる。しかし、口腔粘膜でのアルカリ性ＰＨでどの程度影響があるかは解明されていない。今 

回の研究目的は基底ケラチノサイトがどのようにアルカリ性化学損傷後の頬粘膜再上皮形成に関与する

かについてである。我々はアルカリ製剤を利用してマウスの口腔粘膜に上皮欠損をつくり、サイトケラ

チン13、サイトケラチン14、PCNA、P63の局在で再上皮形成のプロセスを研究した。PCNAとP63の陽性反

応は化学損傷後1日の創部を覆う基底細胞に認められた。 

サイトケラチン14の陽性反応とPCNAの陰性反応は損傷後で増殖中である数層の上皮基底角化細胞で認め

られた。 

サイトケラチン14とPCNAの陽性反応は創縁の増殖中である上皮全層で認められた。 

これらの結果よりアルカリ性化学損傷後は創縁からの上皮増殖を刺激して角化細胞への分化を誘導して

いることが示唆された。 

 
Acta Histochem. Cytochem. 47 (5): 195–201, 2014. 

 

4) 嚥下運動と指運動におけるミラーニューロン活動のfMRI研究 
目的：近年、ミラーニューロンという「他者の運動を自分の運動として置き換えて活動する大脳皮質 

のニューロン」が発見され注目されている。我々は、実際の嚥下が随意性から反射性に移行する特殊な 

運動であるため、ミラーニューロンに関しても何らかの特徴があると考えている。手指運動と嚥下運動 

のミラーニューロンを比較にて、嚥下ミラーニューロンの特性を検証した。 

方法：健常な成人男女12名を対象に、1.5T-fMRIを用い、嚥下と指運動に関する動画提示時の脳活動 

を撮像した。 

結果：両刺激動画提示時にてミラーニューロンとされる両側運動関連領野(BA44:下前頭回,BA6:補足 

運動野)および両側頭頂連合野(BA40)に脳活動を認め、各刺激動画間比較で、嚥下動画提示時にて左側 

BA6が右側に比較し有意に賦活し、さらに嚥下動画提示時のみに左側腹側後帯状回(BA23)の脳活動を認

めた。 

結論：これらの活動は指運動にはなく、随意運動から反射運動に移行する嚥下運動のミラーニューロ 

ンに必要な脳活動と考えられた。 

 

J Oral Maxillofac Surg Med Pathol, 26 ：188-197，2014. 

 

3. 学外共同研究 
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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 

片倉 朗 

浮地賢一郎 

井口 直彦 

歯科金属アレルギー発症における T

細胞と他の免疫細胞との相互作用の

解析 

東北大学加齢医学

研究所 

仙台市 小笠原康悦 

 

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 科研費の場合は種別も記載 

片倉 朗 唾液中の口腔癌関連タンパクをメタボ

ローム解析でプロファイルする 

文部科学省科学研究費補助金・基盤研究(C) 

片倉 朗 唾液エクソソームによる口腔がんおよ

び全身疾患の診断法の確立 

平成26年度大学間連携等による共同研究 

 

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 

大島 光慶 2014. 5. 9 優秀ポスター賞 口腔癌患者の唾液のメタボロー

ム解析から腫瘍マーカーを探索

する 

第 68回日本口腔

科学会学術大会 

村上 正治 2014. 6.14 優秀口演賞 日本人地域在住高齢者における

咀嚼機能とサルコペニアの関連

性について 

日本老年歯科医学

会第 25回学術大

会 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

片倉 朗 2014. 6. 7 超高齢社会におけるかかりつ

け歯科医が担う口腔機能管理 

第 298回東京歯科大学学

会 

東京都 

千代田区 

片倉 朗 2014. 9.19 歯科大学附属総合病院におけ

る臨床実習 －今、求められ

ている歯科医療を実践できる

ようにするために－ 

第 24回日本口腔内科学

会・第 27回日本口腔診

断学会合同学術大会 

福岡市 

片倉 朗 2014.10.19 口腔癌の予後と早期発見のた

めのゲノム解析によるバイオ

マーカーの検討 

第 4回臨床ゲノム医療学

会‘東京水道橋大会’ 

東京都 

千代田区 

澁井 武夫 2014.11.15 Infant orthopedics and 

Primary two stage 

palatoplasty for 

complete cleft lip and 

palante in our clinic 

Ⅻ Simposio 

Boliviano Japones de 

Medicina y Cirugia 

La Paz, 

Bolivia 

 

学会招待講演・特別講演・教育講演 
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講演者 年月日 演題 学会名 開催地 

片倉 朗 2014. 6. 7 市川総合病院の機能を活かした

Translational Researchの構築 

第 297回東京歯科大学学

会例会 

東京都 

千代田区 

片倉 朗 2014.12. 7 口腔がん早期発見のための病診

連携によるシステム構築 

日本健康医療学会第 7回

総会・学術大会 

浦安市 

 

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 

片倉 朗 2014. 4.20 がん医療現場での歯科に必要性

に応えるために 

東京都立心身障害口腔保

健センター 研修会 

東京都 

新宿区 

片倉 朗 2014. 4.29 「感染予防対策の ABC」「口腔

粘膜疾患の基本的な診かた」 

医療法人真和会 医療安

全研修会 

町田市 

片倉 朗 2014. 5.23 歯科医師の目で口腔がんの早期

発見を 

ORG(Oral Research 

Group)5月例会 

東京都 

荒川区 

片倉 朗 2014. 5.29 全身的な問題を正しく評価して

安全な歯科医療を 

一般社団上越歯科医師会 

医療管理講演会 

上越市 

片倉 朗 2014. 5.30 健康長寿に貢献する歯科医療 

かかりつけ医が担う口腔機能管 

理 

公益社団法人東京都荏原

歯科医師会学術講演会 

東京都 

品川区 

片倉 朗 2014. 6.10 ビスフォスフォネート製剤関連

顎骨壊死の歯科での予防と対応 

日野市三師会合同学術講

演会 

日野市 

片倉 朗 2014. 6.15 日常臨床で安全に行う口腔外科

手術 

一般社団法人愛媛県歯科

医師会学術講演会 

松山市 

片倉 朗 2014. 6.22 全身的病態からの口腔症状と早

期口腔がんのとらえ方 

東京歯科大学同窓会東

北地域支部連合会 秋

田支部学術講演会 

秋田市 

片倉 朗 2014. 7. 2 安全に配慮した歯科診療 最近

の医療事故の動向を踏まえて 

千葉地方裁判所 医療裁

判審議会 

千葉市 

片倉 朗 2014. 7. 3 超高齢社会で歯科医師に必要と

される知識の再確認 

東京都歯科医師会 平成

26年度卒後研修 

東京都 

千代田区 

片倉 朗 2014. 7. 6 歯科衛生士も口腔がんの早期発

見と治療にかかわる時代です 

東京歯科大学歯科衛生士

専門学校同窓会 卒後研

修セミナー 

東京都 

千代田区 

片倉 朗 2014. 7.24 周術期の口腔機能管理で歯科医

療に求められていること 

社会保険診療報酬支払基

金千葉県支部 学術講演

会 

千葉市 

片倉 朗 2014. 8.24 感染予防対策の基本を確認しよ

う 

平成26年度千葉県歯科向

けエイズ研修会 

市川市 
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片倉 朗 2014. 9. 7 健康長寿に貢献する歯科医療 

かかりつけ医が担う口腔機能管 

理 

福岡県歯科医学会 福岡市 

片倉 朗 2014. 9.20 歯科医師の目で口腔がんの早期

発見を 

青森県歯科医師会 口腔

がん・口腔粘膜疾患検診

のための研修会 

青森市 

片倉 朗 2014. 9.26 超高齢化の今こそ、内科的基礎

知識を見直そう！ 

東京歯科大学同窓会東京

地域支部連合会学術講演

会 

東京都 

千代田区 

片倉 朗 2014. 9.27 超高齢社会の今こそ、内科的基

礎知識を見直そう！ 

東京歯科大学同窓会千葉

市同窓会講演会 

千葉市 

片倉 朗 2014. 9.28 高齢者に多い口腔粘膜の変化 埼玉県歯科医師会平成

26年度口腔がん検査・

診断講習会 

与野市 

片倉 朗 2014.11.15 歯科医療は健康長寿を支え

ます ～知っておきたい口

の中の粘膜にできる病気～ 

東京都昭島市歯科医師

会 第 18回歯の保健

衛生講演会 

昭島市 

片倉 朗 2014.12.13 超高齢社会の今こそ内科的

基礎知識を見直そう 

市川浦安歯科医師会金曜

會第677回例会 

市川市 

片倉 朗 2015. 1.27 超高齢社会の今こそ内科的基礎

知識を見直そう 

千葉市歯科医師会講演

会 地域歯科保健講演

会 

千葉市 

片倉 朗 2015. 2. 7 超高齢社会の今こそ内科的基礎

知識を見直そう 

与野歯科医師会学術講演

会 

さいたま

市 

片倉 朗 2015. 2.10 患者のリスクを適切に判断して

安全な口腔機能管理を提供しよ

う 

東京歯科保険医協会 

2014年度周術期研究会 

東京都 

文京区 

片倉 朗 2015. 2.22 糖尿病における医科歯科連携 

～病院歯科医師の立場から～ 

第8回千葉県糖尿病対策

推進会議講習会 

千葉市 

片倉 朗 2015. 2.27 歯科医師の目で口腔がんの早期

発見を ―口腔粘膜の正常と異

常を区別できる目を養う― 

東京都歯科医師会 平成

26年度口腔がんフォーラ

ム 

東京都 

千代田区 

片倉 朗 2015. 3.13 ビスフォスフォネート系薬剤に

よる顎骨壊死の歯科での予防と

対応 

渋谷区医師会・歯科医師

会合同学術講演会 

 

東京都 

渋谷区 

澁井 武夫 2014. 6. 5 抗凝固療法を適切に普及させる

ために重要なこと ～安全に薬

を飲み続けて頂くために～ 歯

科医の立場から 

2014 抗凝固療法 

Expert Meeting in 

CHIBA 

千葉市 
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澁井 武夫 2014. 7.10 骨格性下顎前突症の骨切り位置

と固定法について −顎間固定

ゼロを目指して− 

第 14回東京歯科大学外

科的矯正治療勉強会 

東京都 

千代田区 

酒井 克彦 2014. 7.17 周術期口腔機能管理の実際～口

腔合併症への対応を中心に～ 

平成26年度東京歯科大学

千葉病院医療連携講演会 

千葉市 

酒井 克彦 2015. 1.15 口腔がんセンターにおける摂食

機能療法 

第2回「がん患者におけ

る摂食・嚥下リハビリテ

ーション」講習会 

東京都 

千代田区 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 

教育ワークショップ・FD研修 

講演者 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

片倉 朗 

澁井 武夫 

2014. 4.20 第 13回東京歯科大学試験問題

作成に関するワークショップ～

共用試験 CBT問題作成のための

アドバンス・ワークショップ～ 

タスクフォース 東京都 

千代田区 

 

他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

片倉 朗 2014. 7.22 口腔疾患の診断と治療に関する

全身疾患 

奥羽大学 郡山市 

片倉 朗 2014.10. 8 地域における総合病院歯科・口

腔外科の意義と役割 

千葉県保健医療大学 千葉市 

 

7. 社会的貢献・社会に対する活動 
 
医学の啓蒙を目的とする講演会（市民を対象とするもの） 

講演者 年月日 演題 講演会名 開催地 

片倉 朗 2014.10. 8 歯科医院で診てもらいましょう 

口の中にもがんができる 

藤岡市制 60周年記念 

歯と口の健康づくり講演

会 

藤岡市 

 

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 

片倉 朗 2014. 7. 1-15 口腔がんについて JCN・市川デンタルランド 

 


