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中村
緒方

典史１)・野添 悦郎１)・西原 一秀２)・比地岡
祐子１)・大河内 孝子１)・松永 和秀１)・石畑

鹿歯紀要

浩志２)・中村
清秀２)・石田
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康典１)
喬之２)

1) 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 先進治療科学専攻 顎顔面機能再建学講座 口腔顎顔面外科学分野
2) 鹿児島大学医学部・歯学部附属病院 口腔顎顔面センター 口腔顎顔面外科

当分野では口腔顎顔面領域の先天性・後天性疾患の
病態解明と治療戦略の確立を目的として, 基礎ならび
に臨床研究を行っています｡ 自由な発想のもとに自ら
の行動決定の基準となる論理的背景 (エビデンス) を,
基礎的・臨床的見地から作り出すことを研究理念とし
ています｡

上記教員９名, 医員２名および博士課程大学院生10
名

研究内容は口唇口蓋裂, 顎変形症, 口腔腫瘍, 口腔
機能およびインプラントの５つの専門チームがあり,
他分野の協力も得ながら以下の研究を行っています｡
・口唇裂における口唇外鼻三次元形態評価と外科的治
療戦略の確立
・創傷治癒における瘢痕拘縮を抑制する創傷被覆材に
関する基礎的研究
・口蓋裂術後の言語障害の病態解明と病態に則した言
語訓練法の確立
・口唇口蓋裂の顎顔面骨発育に関する臨床的研究

・顎変形症の顎顔面骨形態の三次元的診断法の開発
・顎変形症の顔面軟組織形状の三次元的評価
・口腔顎顔面疾患の口唇知覚異常に関する臨床的研究

・口腔癌の新規分子標的治療に関する基礎的研究
・口腔癌の原発巣再発および頸部リンパ節転移に関す
る臨床的研究
・歯原性腫瘍の発育分化機序に関する分子生物学的研
究
・歯原性嚢胞上皮細胞の抗菌メカニズムに関する基礎
的研究

・摂食, 嚥下, 言語障害における口腔機能評価に関す
る臨床的研究
・音声視覚化システムを用いた音声解析と言語療法へ
の応用
・口腔顎顔面痛の心因的要因とバイオマーカー発現に
関する研究

・骨造成術における骨成長因子・骨補填剤の役割に関
する基礎的研究

医学系：心身内科学, 整形外科学, 医化学, 生化学・
分子生物学, 薬物動態制御学分野
歯学系：人体構造解剖学, 口腔微生物学, 口腔生化学,
歯科矯正学, 口腔顎顔面補綴学, 顎顔面放射
線学
学 外：熊本大学工学部, 岩手医科大学歯学部口腔解
剖学, 独立行政法人物質・材料研究機構

１.
・口腔癌の浸潤・転移機序に関する基礎的研究
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１. 若手 (〜2012年度) 音声視覚化システムを用い
た音声解析と言語療法応用への試み
２. 基盤 (〜2012年度)
シグナルを標的とし
た新規口腔扁平上皮癌治療に関する研究
３. 基盤 (〜2012年度) 口蓋裂術後の口蓋化構音病
態解明に関する空気力学的研究
４. 基盤 (〜2012年度) 歯原性上皮細胞の感染防御
メカニズム解明に関する研究
５. 基盤 (〜2012年度) 舌運動圧を用いた構音時舌
運動解析の試みと口蓋裂異常構音識別への応用
６. 基盤 (〜2013年度) 口腔扁平上皮癌の低酸素環
境における
の解明と治療標的としての意義
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７. 基盤 (〜2013年度) エナメル上皮腫による骨破
壊浸潤に関わる細胞間シグナルの解明と治療戦略
への展開
８. 基盤 (〜2013年度) 高齢者における誤嚥および
窒息に関する潜在的危険要因の分析
９. 基盤 (〜2014年度) 骨成長因子・骨補填材を用
いた骨造成術における三次元的・病理組織学的検
討
10. 基盤 (〜2014年度) 低酸素環境における口腔癌
細胞の代謝と悪性化に関する研究
11. 萌芽 (〜2012年度)
モデルを利用した歯
根吸収の分子メカニズムの解明

2008年度：口腔科学会賞優秀発表賞
2009年度：口腔外科学会ゴールドリボン賞
口腔科学会学会賞優秀発表賞
摂食嚥下リハ学会最優秀ポスター発表賞
2010年度：
口腔科学会学会賞奨励賞
日本細菌学会優秀ポスター賞
2011年度：口腔外科学会優秀ポスター発表賞
口腔外科学会優秀口演発表賞
2012年度：口腔科学会学会賞奨励賞
口腔外科学会優秀口演発表賞

・新規正常口腔粘膜およびエナメル上皮腫細胞株の樹
立と同腫瘍の浸潤における
シグナルの解析
・黄色ブドウ球菌おける抗菌薬感受性と二成分制御系
トランスポーターとの関連性
・
ファミリーペプチドにおける摂食抑制作用の
比較に関する研究
・口腔癌における転写因子
および接着分子
2 に関する研究

・顎変形症を有する日本人女性における顔面難組織形
態の三次元分析−顔面形態ポリゴン表作成の試み−
・口腔癌における
と放射線化学療法
の効果との関連
・口蓋化構音が発現した片側性唇顎口蓋裂患者の口蓋
形態三次元分析
・多血小板血漿 (
) を併用した顎裂部腸骨移植術
の放射線学的定量評価
・コーンビーム
を用いた上顎臼歯部および上顎洞
の解剖学的分析

