
 

 

口腔病態外科学講座 

 
プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 

 
教  授   片倉  朗  唾液中の口腔癌関連タンパクをメタボローム解析によりプロファイルする 

准 教 授   笠原 清弘  口腔外科手術における SIRS と術後合併症との関連 

講  師   別所 央城  光学技術を用いた新たな口腔癌スクリーニング装置の開発 

菅原 圭亮  早期癌の発見に関する臨床的研究 

レジデント  西山 明宏  顎顔面領域の末梢神経損傷に関する基礎的・臨床的研究 

伊藤 和宏  口腔癌早期発見の普及開発 

永井佐代子  神経損傷に対しての PRF の治癒効果の基礎的研究 

伊藤有美香  サルコペニアに関する基礎的研究 

勝見 吉晴  ３D プリンターを顎顔面手術に応用した臨床的研究 

大学院生   星野 照秀  老化促進モデルマウスの咬筋を用いた咀嚼筋サルコペニアの検討 

小谷地雅秀  顎骨疾患の３D モデルによる診断と手術精度向上における臨床的研究 

小山  侑  口腔癌の間葉系組織からの悪性化検証における基礎的研究 

 

2. 成果の概要 

1) 老化促進モデルマウスの咬筋を用いた咀嚼筋サルコぺニアの検討 

近年、注目を集めているサルコぺニアと咀嚼機能が関連すると報告されている。このことからサルコぺニア

が発症している場合、咀嚼の中心的役割をする咀嚼筋にもサルコぺニアが起きていることが考えられる。本

研究は 40 週齢の老化促進モデルマウス(SAM)の咬筋を形態学的観点から観察し、咀嚼筋サルコぺニアについ

て考察した。老齢期(40 週齢)の SAMP8(老化促進群)は SAMR1(対照群)と比較し、体重や筋湿重量、筋線維平

均横断面積で有意な減少を認めた。このことから、SAMP8 は SAMR1 と比較し、筋萎縮が起きていることが考

えられた。また、筋線維横断面積の低下は筋力の低下を示すことも報告されており、SAMP8咬筋にもサルコ

ぺニアが起きていることが示唆された。 

Oral science in Japan 2015, 35, 2016 

2)3D プリンターを顎顔面手術に応用した臨床的研究 

コンピューター外科分野の進歩は、医療用画像解析技術の高度化により患者個別の解剖学的構造を高精細な

3D 画像で表示し、各臓器の位置関係から動静脈や脈管、癌や病変部位など、あらゆる情報をモニターに提
示できるようになった。また、3D プリンターを用いた実態模型や Cutting guide などのデバイス開発も様々
な施設で行われている。1)申請者らも 2014年より本学の Fabrication laboratoryを活用し、口腔外科領域にお
いて顎骨再建分野で実態模型や多様なデバイスの開発を行っている。 

Oral Science in Japan 2016,9 

3. 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 

片倉 朗 
唾液のメタボローム解析により口腔粘膜の異形成

のスクリーニング検査を開発する 

文部科学省科学研究費補助金・

基盤研究（C） 

菅原 圭亮 
唾液から口腔扁平上皮癌の頸部リンパ節転移予測

分子マーカーを同定し臨床応用する 

文部科学省科学研究費補助金・

若手研究（B） 



 

 

研究代表者 研究課題 研究費 

片倉 朗 
学生による下顎骨３D 造形モデルを用いた下顎枝矢

状分割術の実施体験学習 
学長奨励教育助成 

 

4. 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 

片倉 朗 2016 

Acknowledgement 

to Reviewers of 

Proteomes in 

2016 

A screening test for oral 

cancer using saliva samples 

‒ 

Proteomic analysis of 

biomarkers in whole saliv 

Proteomes 

Editorial 

Office、

Swizerland 

片倉 朗 2016 

Acknowledgement 

to Reviewers of 

Diagnostics in 

2016 

A screening test for oral 

cancer using saliva samples 

‒ 

Proteomic analysis of 

biomarkers in whole saliv 

Diagnostics 

Editorial 

Office、

Swizerland 

 

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 

片倉 朗 2016.11. 6 
第 6 回日本有病者歯科医療学会

教育講演会 

東京歯科大学新館 血脇

ホール 

東京都 

千代田区 

片倉 朗 
2017. 

2.11-12 
第 47 回口腔外科教育研修会 

東京歯科大学新館 血脇

ホール 

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 

片倉 朗 2016. 1.21 

歯科医師会と連携して行ってき

た「口腔がん検診」―25 年の成

果と今後の発展のための方策― 

第 34 回 日本口腔腫瘍学
会総会・学術大会 

横浜市 

片倉 朗 2016. 7.31 
「地域医療支援病院の歯科口腔

外科での対応」 

第 18 回 日本口腔顎顔

面外傷学会総会・学術大

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 

片倉 朗 2016. 4.17 

「計画性がある口腔ケアが QOL

の向上につながるー職種の連携

で効率的なケアをー」 

リフレケア H 口腔ケアセ

ミナーin 北陸 
富山市 

片倉 朗 2016. 5.22 口腔がん検査・診断講習会 （一社）埼玉歯科医師会 さいたま市 



 

 

片倉 朗 2016. 5.30 

「歯科から健康長寿への貢献～

地域包括医療でのこれからの医

科歯科連携のあり方～」 

第 13 回流山糖尿病研究

会 
流山市 

片倉 朗 2016. 6.18 

「全身的評価ができる総合歯科

医を目指してー検査値と投薬か

らの患者さんの評価ー」 

 

東京歯科大学同窓会鳥取

県支部総会及び学術講演

会 

米子市 

片倉 朗 2016. 7. 2 
「歯科衛生士も口腔粘膜を診る

ことができる目を養おう」 

連携組織活性化研究会 

 

市川市 

片倉 朗 2016. 7.10 
第 6 回与野歯科医師会市民フォ

ーラム 
（一法）与野歯科医師会 さいたま市 

片倉 朗 2016. 9.17 医科歯科連携学会 福島県歯科医師会 福島県 

片倉 朗 2016.11. 3 
周術期口腔機能管理はこれから

どうあるべきか 

東京都社会保険診療報酬

請求書審査委員会 

東京都 

豊島区 

片倉 朗 2016. 8.28 

「高齢者に多い口腔乾燥と味覚

異常―チェアサイドでの診断と

基本的対応」 

大阪府歯科保険医協会 大阪府 

片倉 朗 2016.10.30 

「高齢者に多い口腔乾燥と味覚

異常―チェアサイドでの診断と

基本的対応」 

大阪府歯科保険医協会 大阪府 

片倉 朗 2016.11. 3 
平成 28 年度口腔がん検査・診

断講習会 

（一社）埼玉県歯科医師

会 
さいたま市 

片倉 朗 2017. 1.22 

「全身管理評価が出来る総合歯

科医を目指して―検査値や投薬

からの患者さんの評価 

平成 28 年度群馬県歯科

医学会学術大会 
群馬県 

片倉 朗 2017. 2.23 

「計画的な口腔ケアが QOL の向

上につながる―職種の連携で効

率的な実践へ―」 

第 108 回 がん診療連携

拠点病院研修会 

 

石川県 

片倉 朗 2017. 3. 6 「感染予防対策」 
お江戸日本橋歯科医師会

学術講演会 

東京都 

中央区 

片倉 朗 2017. 3.19 

「口の中にも「がん」ができま

す・・・歯科医院での診察で

「口腔がん」の予防と早期発見

を」 

越谷市市民向け学術講演

会 

 

越谷市 

片倉 朗 2017. 3.22 
「これからの「かかりつけ歯科

医師」を目指して」 

東京都八南歯科医師会講

演会 

 

八王子市 



 

 

片倉 朗 2017. 3.26 
「これからの「かかりつけ歯科

医師」を目指して」 
伊賀歯科医師会研修会 名張市 

西山 明宏 2016. 6. 4 
グルタミン酸を介した象牙芽細

胞における新知見 
生理学講座同門会 

東京都 

千代田区 

別所 央城 2016. 7. 9 
あれっと思ったら口腔がんナビ

システム 
横浜市緑区歯科医師会 横浜市 

 
5. 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 

片倉 朗 2016. 5.24 病院の接遇について 

平成 28 年度東京歯科大

学水道橋病院教職員研修

会 

東京都 

千代田区 

菅原 圭亮 2017. 2.23 手洗い講習会 

平成 28 年度東京歯科大

学水道橋病院教職員研修

会 

東京都 

千代田区 

 

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 2016. 4.24 

第 17 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～ 

運営委員 
東京都 

千代田区 

片倉 朗 2016. 2.20 

H28 臨床実習のあり方に関する

ワークショップ「より効果的に

臨床実習を行うために」 

運営委員 
東京都 

千代田区 

片倉 朗 2016.10. 1 
第 18 回東京歯科大学試験問題作

成に関するワークショップ 
運営委員 

東京都 

千代田区 

片倉 朗 2016.12. 3 

第 1 回効果的な授業を行うワー

クショップ 

 

運営委員 
東京都 

千代田区 

片倉 朗 2016. 5.21 

第 97 回歯科臨床医リフレッシュ

セミナー「医師法、歯科医師法

と口腔外科」 

受講 東京都 

片倉 朗 2016. 5.31 
第 16 回（公社）私立大学情報教

育協会定時総会 
受講 東京都 

片倉 朗 2016. 7.27 
平成 28 年度「医学・歯学教育指

導者のためのワークショップ」 
受講 東京都 

別所 央城 2016.11. 5 

平成 28 年度第 1 回共用試験歯学

系 OSCE 評価者養成ワークショッ

プⅠ 

受講 北海道 



 

 

別所 央城 2016.10. 1 
第 18 回試験問題作成に関するワ

ークショップ 
受講 

東京都 

千代田区 

別所央城 2016.12. 3 
効果的な授業を行うワークショ

ップ 
受講 

東京都 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

片倉 朗 2017. 2.26 
東京歯科大学共用試験 

第 4 学年 OSCE 
実施責任者 

東京都 

千代田区 

別所 央城 2017. 2.26 
東京歯科大学共用試験 

第 4 学年 OSCE 
ステーション責任者 

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 2016. 7.21 4.5 限 オーラルメディシン学 奥羽大学歯学部 郡山市 

片倉 朗 2016. 9.21 2.3 限 オーラルメディシン学 奥羽大学歯学部 郡山市 

片倉 朗 2016.12.26 1-4 限 口腔外科学 朝日大学歯学部 瑞穂市 

片倉 朗 2016. 6. 9 口腔外科学、老年歯科学 
東京歯科大学歯科衛生

士専門学校 
千葉市 

片倉 朗 2016. 6.30 口腔外科学、老年歯科学 
東京歯科大学歯科衛生

士専門学校 
千葉市 

片倉 朗 2016. 7. 7 口腔外科学、老年歯科学 
東京歯科大学歯科衛生

士専門学校 
千葉市 

 

6. 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 

片倉 朗 2016.12. 5 

特集 高齢者に多い口腔症状①

―チェアーサイドでの診断と対

応― 

大阪歯科保険医新聞 第 1253 号 

片倉 朗 2017. 1. 1 特集 歯科人 新年の一言 新聞 QUINT 第 253 号 

片倉 朗 2017. 1. 1 

特集 高齢者に多い口腔症状②

―チェアーサイドでの診断と対

応― 

大阪歯科保険医新聞 第 1255 号 

 

片倉 朗 2017. 2.15 

特集 高齢者に多い口腔症状③

―チェアーサイドでの診断と対

応―第 3 回舌痛と味覚異常への

対応 

大阪歯科保険医新聞 第 1258 号 



 

 

片倉 朗 2017 

報道用基礎資料 歯科医学教育

に見る歯科医師の未来像 

第 1 章ライフステージの様々な

場面で活躍する歯科医師 

1-5.壮年期の方へ 

第 3 章科学の進歩に貢献する歯

科医師 

 3-1.歯科医師は口腔がんのキ

ーパーソン「口腔外科」 

 3-2.歯科医師は口・顔面の痛

みや麻痺のキーパーソン「歯科

麻酔」 

(一社)日本私立歯科大学協会 

http://www.shikadaikyo.or.jp/medi
a/01_01.pdf 

 


