
 

 

口腔顎顔面外科学講座 

 
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 

髙野 正行  オトガイ形成不全症の機能的評価方法の確立 

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究 

渡邊  章  口唇裂・口蓋裂の発症原因の追究  

薬師寺 孝  口腔粘膜疾患の非侵襲的診断法の確立 

恩田 健志  口腔癌特異的分子標的治療薬の開発 

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 
村松恭太郎  3D スキャナーを用いた顎矯正手術後の顔貌変化予測 

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 

吉田 秀児  顎裂部骨移植における新たなディバイスを用いた手術検討 

岩本 昌士  歯性感染症における膿汁の T-RFLP 解析 

村山 雅人  神経損傷診断と機能再建 

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

レジデント 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 

大野 啓介  口腔癌におけるセツキシマブ併用療法の予測因子の発現 

濱田 裕嗣  顎矯正手術後の理想的な外鼻形態の追求 

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 

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 

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 

加藤  宏  唇顎口蓋裂患者 iPS 細胞由来骨芽細胞を用いた低侵襲骨再生療法の確立 

永井佐代子  硬組織切削超音波メスと回転切削器具の骨治療に対する検討 

古瀬  健  非接触型 3D スキャナーを用いた顎矯正手術のシミュレーション 

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 

福田有美香  下顎前突症発祥のルーツを探る 

前山 恵里  唇顎口蓋裂児における非接触型三次元スキャナーを用いた Hotz 床の作製 

多田 海人  アスタキサンチンは口腔外科手術後の炎症を軽減するか 

藤原  亘  下顎前突症発祥のルーツを探る 

大学院生  長谷川大悟  Gorlin 症候群患者由来 iPS 細胞の樹立と機能解析 

髙田  満  うさぎ下歯槽神経、神経部分損傷に対する手術及び使用材料の比較・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  正常角化細胞と扁平上皮癌細胞の自家蛍光強度の比較検討と原因物質の特定 

志賀 勇昭  hiPS 細胞を使用した骨再生方法の検討 

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 

翁長 欣子  顎変形症患者における軟組織の術前術後の変化における研究 

鬼谷  薫  ステージ I,II 期舌癌予後不良例の新規治療標的分子の探索 

小坂井絢子  蛍光観察装置による口腔粘膜疾患の描写能 



 

 

小杉 彩歌  舌癌の蛍光観察装置による新規切除範囲の設定 
松本 暢久  口腔扁平上皮癌におけるホスホジエステラーゼ阻害薬の抗腫瘍効果の判定 

渡邊 豪士  Gorlin 症候群における角化嚢胞性歯原性腫瘍における iPS 細胞を用いた研究 

 

2. 成果の概要 

 

1) 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。 

 

BDJOpen,2doi:10.1038/bdjopen.2015.7 

 

2) Gorlin 症候群は二分肋骨、大脳鎌の石灰化などの骨系の異常に加え髄芽種、基底細胞癌、多発性顎嚢

胞などの再発進行性病変を特徴とする。特に多発性顎嚢胞は高率に再発し口腔外科的治療を繰り返すため

治療に苦慮することが多い。これらの病態を明らかにすることで角化嚢胞性歯原性腫瘍の骨芽細胞を使用

した新たな骨再生医療への展開が可能と考えられる。本研究では Gorlin 症候群患者からセンダイウイル

スベクターSeVdp(KOSM)302L で 4 因子(Klf-4,Oct3/4,Sox2,c-Myc)を導入し iPS 細胞を樹立し、骨芽細胞

分化誘導時のヘッジホッグ(Hh)経路の検討を行った。Gorlin 症候群由来 iPS(G-OFiPS)細胞において、Hh

シグナルの過剰発現、SHH,Wnts,BMPs の発現抑制、および骨分化時における過剰応答を認めた。G-OFiPS

細胞は骨芽細胞分化に有利な状態に変化していることが示唆された。本研究で得られる結果は疾患のみな

らず多くの細胞生物学分野に有意義な情報を提供すると考えられる。 

 

（第 60回 日本口腔外科学会総会・学術大会（名古屋）（ 2015 年 10月17日） 

 

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 

森川 貴迪 
光学口腔粘膜観察装置の開発 株式会社松風 京都市 出口 幹人 

柴原 孝彦 口腔がんの疫学調査 台湾奇美病院 台湾 柴原 孝彦 

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 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 髙木 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 事業名 

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) 

渡邊 章 口唇裂・口蓋裂の発症原因の追究 
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 

関川 翔一 2016. 1.23 優秀ポスター賞 
口腔扁平上皮癌における

Bikunin 併用療法の抗腫瘍効果 

第 34 回 日本口

腔腫瘍学会・学術

大会 

吉田 秀児 2015. 5.22 
日本口蓋裂学会

優秀論文賞 

三次元 CT データを用いた顎裂

部における移植骨の術後評価 

第 39 回 日本口

蓋裂学会総会・学

術集会 

 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

渡邊 章 2015. 6. 5 

私たちの行っている下顎枝矢

状分割法―周術期・述語の併

発症とその予防― 

第 25 回日本顎変形症学

会総会・学術大会 

東京都 

千代田区 

須賀賢一郎 2015. 6. 4 

唇顎口蓋裂患者における顎矯

正手術施行に際して考慮すべ

きこと 

第 25 回 日本顎変形症
総会・学術大会 

東京都 
千代田区 

成田 真人 2016. 6. 5 
当科での外科的矯正治療にお

ける下顎位の決定と術後変化 

第 25 回 日本顎変形症

総会・学術大会 

東京都 

千代田区 

恩田 健志 2015. 9.19 口腔病変の悪性化を捉える 
第 25 回 日本口腔内科

学会学術大会 
吹田市 

柴原 孝彦 2016. 2.26 
顎骨骨折  

2)治療 

第 35 回 日本画像医学

会 

東京都 

千代田区 

 

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 2015. 6. 4 
顎矯正手術における硬組織切削

用超音波メス"Falcon"の応用 

第 25 回 日本顎変形症

総会・学術大会 

東京都 

千代田区 

渡邊 章 2015.10.17 

口唇裂・口蓋裂を伴う顎変形症

治療 術式の選択と配慮すべき

点 

第 29 回日本病院歯科口

腔外科協議会学術集会 
千葉 



 

 

柴原 孝彦 2015.10.24 口腔外科小手術 
平成 27 年度日本顎咬合

学会 関東支部 
横浜市 

柴原 孝彦 2015.11. 1 口腔外科小手術 
平成 27 年度日本顎咬合

学会 北海道支部 
札幌市 

髙木多加志 2015.11. 8 
埋伏歯の臨床 －小児歯科、矯

正歯科、口腔外科の視点から－ 
第 74 回 日本矯正歯科

学会大会 
福岡市 

髙木多加志 2015.11. 8 

歯科矯正用インプラントを固
定源とした埋伏歯・萌出困難

歯の外科的萌出 

第 74 回 日本矯正歯科

学会大会 
福岡市 

柴原 孝彦 2015.11.23 口腔外科小手術 
平成 27 年度日本顎咬合

学会 名古屋中部支部 
名古屋市 

柴原 孝彦 2015.11.29 口腔外科小手術 
平成 27 年度日本顎咬合

学会 福岡九州支部 
福岡市 

 

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 

加藤 宏 2015. 4.21 
iPS 細胞を用いた骨再生への 

ストラテジ― 

日本歯科大学・東京歯科

大学 口腔外科懇話会 

第 2 回橋橋会 

東京都 

千代田区 

柴原 孝彦 2015. 4.19 口腔がん研修会 
株式会社デジタルワン 

第 4 回口腔がん研修会 

東京都 

新宿区 

柴原 孝彦 2015. 4.20 

区委託事業口腔がん検診を安

心して行う為の基礎知識と症

例 

江戸川区歯会医師会 
東京都 

江戸川区 

柴原 孝彦 2015. 6.11 口腔がん検診の目的と実際 
千葉市歯科医師会ベーシ

ックコース 
千葉市 

柴原 孝彦 2015. 6.14 口腔がん 
京都府歯科医師会口腔が

ん研修会 
京都市 

柴原 孝彦 2015. 6.20 
身に付けよう、口腔がんを疑

う目 
青森市歯会 青森市 

藥師寺 孝 2015. 6.25 第 2 回研修会 千葉市口腔がん検診事業 千葉市 

柴原 孝彦 2015. 8.29 
口腔がん個別検診越谷方式を

検証する 

越谷市歯会口腔がん検診

研修会 
越谷市 

藥師寺 孝 2015. 9. 2 第 3 回症例検討会 千葉市口腔がん検診事業 千葉市 

柴原 孝彦 2015. 9. 9 

口腔がん検診の目的と実際 -

渋谷区歯科医師会の新たな試

み- 

渋谷区歯科医師会 
東京地 

渋谷区 

柴原 孝彦 2015. 9.12 
身に付けてほしい口腔がんを

疑う目 

広島市あすなろ会学術講

演会 
広島市 



 

 

柴原 孝彦 2015.10. 8 

地域の急速な高齢化に伴う医

療リスクをいかに回避して安

心安全な治療を行うか-問診の

重要性-,-地域中核病院での医

療現状- 

八千代市歯科医師会 八千代市 

髙野 正行 
2015. 

10.10-11 

・History of Orthognathic 

Surgery 
・Angle and ramus osteotomy 

・Basic principles of 

Bignathic surgery 

AO 財団顎顔面分野 
Focused Workshop in 

Osteotomy 

東京都 

千代田区 

柴原 孝彦 2015.11.11 口腔がん検診の有効性 練馬区歯会学術講演会 練馬区 

柴原 孝彦 2015.11.15 

日常診療に求められる外科的

知識-やってはいけないこと、

仕方のないこと- 

島根県歯科医師会学術講

演会 

松江市 

柴原 孝彦 2015.11.21 
歯科診療室における感染症対

策 

千葉県保険医 感染症対

策講演 

千葉市 

藥師寺 孝 2015.12. 2 第 6 回症例検討会 千葉市口腔がん検診事業 千葉市 

柴原 孝彦 2016. 2. 5 本年度実績報告 
千葉市口腔がんスクリー

ニング研究会 

千葉市 

柴原 孝彦 2016. 2.14 
身につけて欲しい口腔がんを

疑う目 

富山市講演会 富山市 

柴原 孝彦 2016. 3.23 報告会 千葉市口腔がん検診 千葉市 

柴原 孝彦 2016. 3.27 地域歯科医師会と協力して 
東京都歯会口腔がんフォ

ーラム 

東京都 

千代田区 

浦住 勇介 2016. 3. 3 
後発頚部リンパ節転移を繰り

返した StageⅠ舌癌の１例 

東京歯科大学 3 病院合同

口腔がんカンファレンス 

東京都 

千代田区 

 

6. 教育講演等教育に関する業績、活動 
教育に関する講演（医学・歯学における教育をテーマとするものに限る） 

講演者 年月日 演題 学会・研究会・会議名 開催地 

柴原 孝彦 2015. 4.11 
ハードからソフトへ粘膜疾患に

強くなろう 

東京歯科大学同窓会広島

支部学術集会 
広島 

髙野 正行 2015. 5.24 
口腔がん検診実習付ベーシック

講習会 
埼玉県歯科医師会 

さいたま

市 

柴原 孝彦 2015. 7.23 口腔粘膜疾患、診断と治療 東京都卒研 
東京都 

千代田区 

髙野 正行 2015.11.9 
感染防御とスタンダードプリコ

ーション 

東京都エイズ診療従事者

講習会 
千代田区 

柴原 孝彦 2015.11.14 身に付けよう口腔がんを疑う目 
東京歯科大学同窓会島根

県支部学術講演会 
松江市 



 

 

髙野 正行 2015.11.15 
口腔がん検診実習付スッテップ

アップ講習会 
埼玉県歯科医師会 

さいたま

市 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

髙野 正行 
2015. 

11.28-29 

OSCE 外部評価者養成ワークシ

ョップ 
受講者 松本市 

恩田 健志 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE  
評価者 

東京都 

千代田区 

髙野 正行 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE  
評価者 

東京都 

千代田区 

渡邊 章 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

高木多加志 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

藥師寺 孝 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE  
評価者 

東京都 

千代田区 

成田 真人 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 
指導医役 

東京都 

千代田区 

神尾 崇 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE  
指導医役 

東京都 

千代田区 

村山 雅人 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 

補助係 東京都 

千代田区 

岩本 昌士 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE 

補助係 東京都 

千代田区 

右田 雅士 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第 4 学年 OSCE  

補助係 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 

柴原 孝彦 2015. 5.26 
歯科医師国家試験合格に向けて

の取り組み 
岩手医科大学歯学部 盛岡市 

 

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 

柴原 孝彦 2015. 5. 9 知っていますか口腔がん 
練馬区歯科医師会公開講

座 

東京都 

練馬区 



 

 

髙野 正行 2015. 6. 6 顎変形症って何？ 

第 25 回 日本顎変形症

学会総会 

市民公開講座 

千葉市 

髙野 正行 2015. 7.19 口腔粘膜検診のススメ 
東京歯科大学同窓会札幌

支部 
札幌市 

髙野 正行 2015. 9.25 歯科における薬の使い方 千代田区歯科医師会 千代田区 

柴原 孝彦 2015.10.10 
知っていますか、口の中にもが
んができること 

京都府 公開講座 京都市 

柴原 孝彦 2015.10.21 口腔外科の現状 緑園都市講演会 緑園都市 

柴原 孝彦 2015.10.22 
食べる喜びをいつまでも 忍び

寄る口腔がんの怖さ 
千葉市公開講座 ちば塾 千葉市 

髙野 正行 2015.10.24 千代田区 口腔がん検診 千代田区歯科医師会 
東京都 

千代田区 

柴原 孝彦 2015.11. 1 お口は健康の源 江戸川区公開講座 
東京都 

江戸川区 

 

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. 7.19 からだの質問箱 読売新聞 

柴原 孝彦 2015.12. 1 

家庭の医学 

舌のセルフチェックで舌がんと

口内炎の違いとは？ 

朝日放送 

柴原 孝彦 2016. 2.10 
薬剤・ビスフォスフォネート関

連顎骨壊死 
クインテッセンス出版株式会社 

 


