
 

 

 

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   野村 武史  口腔癌の診断と治療 

准 教 授   佐藤 一道  閉塞性睡眠時無呼吸症の上気道開大に関する研究 

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   酒井 克彦  摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

三條 祐介  口腔ケア・周術期口腔機能管理 

市島 丈裕  ドライマウスとドライアイその他膠原病との関連性，ＣＯＰＤと歯周炎の 

関連性 

河地  誉  口腔扁平上皮癌における遺伝子多型の探索 

齋藤 寛一  口腔癌の予後因子に関する研究  

レジデント  萩原 僚一  口腔外科領域の surgical site infection に対する抗菌薬の適正使用に 

関する臨床的研究 

木所  亮  生体腎移植における効果的な周術期口腔機能管理の研究 
井口 直彦  金属アレルギー発症における免疫細胞との相互作用の解析 

浦住 勇介  顎欠損に対するインプラント補綴後の口腔機能に関する研究 

三邉  梓  口腔扁平苔癬の臨床統計学的検討 

阿部 真和  脳卒中発症後急性期から地域生活期までの口腔管理体制の構築に向けた研究 

今井 琴子  閉塞性睡眠時無呼吸に対する口腔内装置の患者好みに関する研究 

田川  駿  口腔がん手術後の摂食嚥下機能に関する臨床的研究 

細川 裕貴  自己免疫水疱症の臨床統計学的検討 

中村ゆり子  健常人における歯科治療と血中酸素飽和度の関連について 

石井友季子  妊婦における口腔内カリエスリスクと早産・低体重児出産との関連性 

青木 勇介  閉塞性睡眠時無呼吸に対する新規療法の開発 

大村 雄介  骨代謝修飾薬と顎骨壊死に関する臨床研究 

北村 佳也  脳卒中急性期における呼吸器合併症を予防する口腔機能管理法に関する研究

鈴木 裕紀  顎欠損に対するインプラント補綴後の患者 QOL に関する研究 

南舘 マリ  COPD 患者における歯科治療と血中酸素飽和度の関連について 

大学院生   三邉 正樹  非病原性天疱瘡抗体を用いたドラッグデリバリーによる口腔癌治療モデルの

開発、口腔扁平上皮癌における DSG3 と EGFR の相互干渉作用 

森田 奈那  基底細胞母斑症候群の病態解明と新規診断・治療法の開発 

池田 雄介  光学的口腔粘膜観察装置を用いた新たな診断法の開発に関する研究  

平賀 智豊  口腔疾患患者の唾液含有エクソソームの特徴を利用した液性診断法の開発 

岡村 将宏  薬剤関連顎骨壊死における副甲状腺ホルモン(PTH)製剤であるテリパラチド

の適時・適量投与による治療法の開発 

秋山友理恵  掌蹠膿疱症と関連した口腔マイクロバイオームの解析 

本田健太郎  摂食、嚥下機能に関する臨床的研究 

菊地 崇剛  口腔扁平上皮癌における浸潤転移形質を制御する新規転写因子 Ovol2 の解析 

井坂 栄作  唾液腺腫瘍における新たな分子標的マーカーの樹立 

 

 

2. 成果の概要 

 
1) 抗ヒスタミン薬はパラジウムアレルギーにおける T 細胞活性を調節する 

近年，パラジウムアレルギー患者の増加が指摘されている。しかし，金属アレルギー発症において T 細胞

が重要な役割を担うことは知られているが，適切な動物モデルが存在せず詳しい分子機構は不明である。ま

た，Histamine が免疫応答に関与していることが報告されている。 



 

 

本研究は，新たな Pd アレルギーモデルマウスの作製および，そのモデルを用い Histamine，抗 Histamine

薬介入の有無による CD4+T 細胞，CD8+T 細胞の継時的な存在比の変動および IFN-γ との関連を flow 

cytometry，RT-PCR にて解析した。 

結果，Pd アレルギーマウスモデルにおいて Histamine が T 細胞からの IFN-γ 産生を促進し，Pd アレル

ギー発症に関与していることが in vitro，in vivo にて確認された。また，H1 受容体の遮断により IFN-γ

産生および Pd アレルギーマウスの足蹠腫脹を抑制することができた。 

 
International Immunopharmaclogy, 35:70-76, 2016 

 

2) 上顎腫瘍切除後におけるインプラントを用いた顎補綴再建治療の生体力学的検討 

上顎悪性腫瘍に対し顎骨を含む腫瘍切除術は，術後咀嚼障害や構音障害といった機能障害に加え審美障害

を伴うため患者の QOL は著しく低下する。顎義歯の維持・支持源としてデンタルインプラントを応用する方

法がこれらの改善に有用との報告されており，顎顔面補綴領域にも広がっている。今回，腫瘍切除術を計画

した際，インプラントを用いて顎補綴再建を行った場合の，咬合力に対する顎顔面骨及びインプラント体へ

の応力分布を解析，生体力学的検討を行い，有用性を検討した。 

 

 Journal of oral and maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology， 29 ：156-162，2017 

 

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 

野村 武史 

井口 直彦 

金属アレルギー発症における免疫細

胞との相互作用の解析 

東北大学加齢医学

研究所 加齢制御

研究部門 

仙台市 小笠原康悦 

野村 武史 

平賀 智豊 

口腔疾患患者の唾液含有エクソソー

ムの特徴を利用した液性診断法の開

発 

公益財団法人がん

研究会 蛋白創製

研究部 

東京都 

江東区 
芝 清隆 

野村 武史 

井坂 栄作 

唾液腺腫瘍における新たな分子標的

マーカーの樹立 

国立研究開発法人

産業技術総合研究

所 創薬基盤研究

部門 

つくば市 亀山 昭彦 

野村 武史 

河地 誉 

齋藤 寛一 

高精度分子診断に基づく高播種性・

難治性口腔扁平上皮癌に対する個別

化化学療法による再発および遠隔転

移制御に関する研究 

信州大学医学部 松本市 栗田 浩 

三條 祐介 
嚥下内視鏡検査を用いたえん下困難

者用食品の安全性に関する検討 

株式会社大塚製薬

工場 
鳴門市 阪下 雅基 

 

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 

野村 武史 
唾液エクソソームによる口腔がん等に対する非侵襲的ス

クリーニング法の開発 
1,000 千円 

井口 直彦 
ゾレンドロネート投与によるマウス薬剤関連顎骨壊死モ

デルの開発 
500 千円 

 



 

 

 

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 

三邉 正樹 2016.11.25 優秀ポスター賞 

非病原性天疱瘡抗体を用いたド

ラッグデリバリーによる口腔癌

治療モデルの開発 

第 61 回（公社）

日本口腔外科学会

総会・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 

野村 武史 2016.10.22 
次世代型の口腔がん検診と新た

な病診連携のかたち 

第 23 回日本歯科医学会

総会 
福岡市 

野村 武史 2016.11.30 口腔機能管理とがん化学療法 
第 29 回日本外科感染症

学会総会 

東京都 

新宿区 

野村 武史 2017. 1.27 
次世代型口腔がん検診システム

の構築にむけて 

第 35 回日本口腔腫瘍学

会総会・学術大会 
福岡市 

澁井 武夫 2016.12. 9 

地域包括ケアにおける歯科医療

の現場で活躍できる歯科医師養

成を目指して 

日本私立歯科大学協会 

第 11 回教務研修会 

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 

野村 武史 2016. 7.23 
口腔癌の診断と治療 ‒上顎歯肉

癌を中心に- 

第 45 回（公社）日本口

腔外科学会教育研修会／

口腔四学会合同研修会 

京都市 

佐藤 一道 2016.11. 6 抗血栓療法患者への実際の対応 
日本有病者歯科医療学会 

第 6 回学術教育セミナー 

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 

野村 武史 2016. 4.16 
口腔がんとは、口腔がんの何が

みれるか 

ＯＣＤＳＩＮベーシック

コース ワークショップ 
市川市 

野村 武史 2016. 4.17 

口腔癌の疫学と病理、口腔癌検

診、蛍光光学機器 VELscope の

使用法 

口腔がん・口腔内検診シ

ステム導入研修 

東京都 

千代田区 

野村 武史 2016. 5. 8 VELscope®Vx とその使用事例 
フラッグシップ 200  

初期研修会 

東京都 

千代田区 

野村 武史 2016. 5.14 口腔がんの診断と治療の最前線 玉川歯科医師会 講演会 
東京都 

世田谷区 



 

 

野村 武史 2016. 6. 6 

口腔がん患者が紹介・来院して

から入院、治療～そして退院す

るまで 

ＯＣＤＳＩＮ第 1 回アド

バンスコース講演会 
市川市 

野村 武史 2016. 7. 3 口腔がんの診断と治療の最前線 千葉県同窓会講演会 千葉市 

野村 武史 2016. 7. 7 口腔領域における小手術の実際 柏市三交会 講演会 柏市 

野村 武史 2016. 7.10 
地域包括ケアを見据えた高齢者

歯科医療 

デジタルワン主催未来創

造塾 

東京都 

新宿区 

野村 武史 2016. 9.10 

もう一つの東京歯科大学 -地

域包括医療に向けた市川総合病

院の取り組み- 

東京歯科大学同窓会 北

海道地域支部連合会総

会・学術講演会 

函館市 

野村 武史 2016. 9.11 
高齢者の身体的特徴と急変時の

対応 

千葉県歯科医師会主催 

在宅歯科医療を行う歯科

医師育成研修会 

千葉市 

野村 武史 2016. 9.27 
多発性被包化胸水を伴った口腔

扁平上皮癌の 1 例 

東京医科歯科大学関東腫

瘍集団会 

東京都 

千代田区 

野村 武史 2017. 1.13 周術期口腔機能管理の概要 

順天堂大学浦安病院血液

内科・東京歯科大学オー

ラルメディシン口腔外

科・浦安市歯科医師会共

催 造血幹細胞移植連携

セミナー 

浦安市 

野村 武史 2017. 2. 2 

超高齢社会における次世代型の

口腔がん検診と新たな病診連携
のかたち 

八千代市歯科医師会 八千代市 

野村 武史 2017. 2.10 
口腔がん早期発見のためにおさ

えておきたい鑑別疾患 

印旛郡市歯科医師会成田

地区 
成田市 

野村 武史 2017. 2.18 
顎骨壊死 ＭＲＯＮＪ ＡＲＯ

ＮＪ 

関東伊東歯科同門会 主

催セミナー 

東京都 

港区 

野村 武史 2017. 3. 4 がん治療とお口のトラブル 

平成 28 年度第 2 回相談

支援専門部会相談員研修

会 

千葉市 

野村 武史 2017. 3.12 
東京歯科大学市川総合病院にお

ける医科歯科連携 

平成 28 年度がん診療医

科歯科連携講習会 
千葉市 

佐藤 一道 2016.11.26 
白板症 －前癌病変・癌移行期

病変としてのお話－ 
船橋東歯会 講演会 船橋市 

佐藤 一道 2017. 2.11 

EBM と診療ガイドライン 

̶ 診療ガイドライライン作りに

参加しての考察 ̶ 

東京歯科大学同窓会岡山

県支部大会 
岡山市 



 

 

 

澁井 武夫 2017. 3. 4 
当院における MRONJ の統計と治

療について 

市川市歯科医師会市川総

合病院 合同カンファレ

ンス 

市川市 

酒井 克彦 2017. 1.13 
摂食嚥下障害の評価・診断 －

嚥下造影検査を中心にー 
国際親善病院 NST 勉強会 横浜市 

三條 祐介 2016. 8.22 エビデンスのある口腔ケア 
呼吸サポートチーム勉強

会 
市川市 

三條 祐介 2016. 4.17 
「食べる」を支える口腔機能管

理 

市川総合病院新人看護師

研修会 
市川市 

齋藤 寛一 2016.12. 4 
がん放射線治療、化学療法にお

ける口腔機能管理について 

第 8 回 がん医療現場で

の口腔ケア研修会 

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 

野村 武史 2016.12. 8 
周術期口腔機能管理（口腔ケア

について） 

千葉商科大学人間社会学

部 医療・福祉経営人財

養成講座 

東京都 

千代田区 

澁井 武夫 2016. 9.20 

試験問題に適した臨床系視覚素

材 ―口腔外科系の写真撮影につ

いて― 

東京歯科大学 歯科医学

教育セミナー 

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 

澁井 武夫 2017. 3. 8 明海大学歯学部ＦＤ研修会 講師 坂戸市 

 


