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27.	 山田聡,	 川浪雅光,	 古市保志,	 藤井健男,	 國松和司,	 島内英俊	 ほ

か.	 FGF-2 歯周組織再生試験(プラセボ対照・第 III 相検証的試験)	 安全

性評価.	 第 58 回秋季日本歯周病学会学術大会;	 2015	 9/12-9/13	 浜松（ア

クトシティ浜松）.	 

	 

28.	 小飼英紀,	 中山亮平,	 中川種昭.	 病的挺出歯への治療評価.	 第 58 回

春季日本歯周病学会学術大会;	 2015	 5/15-5/16	 幕張（幕張メッセ）.	 

	 

29.	 小澤夏生,	 藤田康平,	 佐藤英和,	 加藤伸,	 角田和之,	 角田博之	 ほ

か.	 甘麦大棗湯が有効であった口腔異常感症の一症例.	 第 30 回日本歯科

心身医学会総会・学術大会;	 2015	 7/18-7/19;	 東京.	 

	 

30.	 小澤夏生,	 藤田康平,	 佐藤秀和,	 加藤伸,	 角田和之,	 角田博之	 ほ

か.	 甘麦大棗湯が有効であった口腔異感症の一症例.	 第 30 回日本歯科心

身医学会	 設立 30 周年記念総会・学術大会;	 2015	 7/18-7/19;	 東京.	 

	 

31.	 宮下英高,	 莇生田整治,	 臼田慎,	 山田有佳,	 吉川桃子,	 相馬智也	 

ほか.	 IGF-II 産生非膵島細胞腫性低血糖症と考えられる低血糖症状をき



たした上顎歯肉癌の 1 例.	 第 60 回（公社）日本口腔外科学会総会;	 2015	 

10/16;	 名古屋.	 

	 

32.	 大山定男,	 小川千晴,	 長谷川稔洋,	 福田仁,	 加島義久,	 山内智博	 

ほか.	 口腔癌患者の胃瘻造設についての検討.	 第 60 回（公社）日本口腔

外科学会総会;	 2015	 10/16;	 名古屋.	 

	 

33.	 大井麻子,	 石井善仁,	 大久保信貴,	 富田幸代,	 穂坂康朗,	 深谷千絵	 

ほか.	 歯周外科治療および非外科的治療が患者の口腔関連 QOL に及ぼす

影響について.	 第 58 回秋季日本歯周病学会学術大会;	 2015	 9/12-9/13	 

浜松（アクトシティ浜松）.	 

	 

34.	 和嶋浩一,	 高橋萌,	 西須大徳,	 村岡渡,	 佐藤仁,	 中川種昭.	 茎突舌

骨靱帯炎による頭痛あるいは顔面痛(ICHD-3β11.8)の 7 症例と文献考察.	 

第 43 回日本頭痛学会総会;	 2015	 11/13-11/14;	 東京.	 

	 

35.	 向井美穂,	 足立剛也,	 川島裕平,	 山上淳,	 和田直子,	 角田和之	 ほ

か.	 咀嚼・含嗽様式により難治性びらんを呈した尋常性天疱瘡の一例.	 日

本皮膚科学会東京支部学術大会;	 2015	 1/17;	 東京.	 

	 

36.	 吉川桃子,	 莇生田整治,	 森川暁,	 臼田慎,	 宮下英高,	 河奈裕正	 ほ

か.	 Cetuximab 耐性口腔扁平上皮癌に対する治療の可能性.	 第 33 回日本

口腔腫瘍学会総会・学術大会;	 2015	 1/29-1/30	 (1/30);	 奈良	 (奈良県

新公会堂).	 

	 

37.	 古澤春佳,	 佐藤秀和,	 石井秀太郎,	 池浦一裕,	 西須大徳,	 藤田康平	 

ほか.	 頬粘膜に発症したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 1 例.	 

第 24 回日本有病者歯科医療学会総会・学術大会;	 2015	 3/20-3/22;	 旭川	 

(旭川市大雪クリスタルホール).	 

	 

38.	 北村正博,	 川浪雅光,	 古市保志,	 藤井健男,	 國松和司,	 島内英俊	 

ほか.	 FGF-2 歯周組織再生試験(プラセボ対照・第 III 相検証的試験)	 有



効性評価.	 第 58 回秋季日本歯周病学会学術大会;	 2015	 9/12-9/13	 浜松

（アクトシティ浜松）.	 

	 

39.	 加藤伸,	 井上真理子,	 椎葉勇介,	 福田仁,	 中川種昭,	 柴秀行.	 手術

用ナビゲーションシステムを用いた下顎枝矢状分割術時の近位骨片位置

決定方法.	 第 25 回特定非営利活動法人日本顎変形症学会総会・学術大会;	 

2015	 6/4-6/5;	 東京.	 

	 

40.	 加島義久,	 大山定男,	 小川千晴,	 相馬智也,	 内田育宏,	 莇生田整治	 

ほか.	 口腔癌患者の中心静脈栄養法デバイスの比較検討.	 第 33 回日本口

腔腫瘍学会総会;	 2015	 1/29;	 奈良.	 

	 

41.	 兪浩洋,	 臼田慎,	 大西公平,	 中川種昭,	 河奈裕正.	 自由度インプラ

ント手術補助ロボットを用いた切削角度案内システム.	 第 2 回日本顎顔

面再建先進デジタルテクノロジー学会;	 2015	 11/1;	 東京.	 

	 

42.	 佐藤英和,	 小澤夏生,	 池浦一裕,	 藤田康平,	 角田和之,	 角田博之	 

ほか.	 長期経過の再発性アフタに茵ちん蒿湯が奏功した、腎陰虚証の 1 例.	 

第 66 回日本東洋医学会学術総会;	 2015	 6/12-6/13;	 富山.	 

	 

43.	 佐藤仁,	 西須大徳,	 村岡渡,	 臼田頌,	 安居孝純,	 莇生田整治	 ほか.	 

TRPV1 高発現時にカプサイシン刺激によって誘導される細胞死にはカス

パーゼ 2 の活性化が関与する.	 第 28 回一般社団法人日本顎関節学会総

会・学術大会	 第 20 回日本口腔顔面痛学会学術大会;	 2015	 7/4;	 名古屋.	 

	 

44.	 井上真理子,	 加藤伸,	 福田仁,	 椎葉勇介,	 中川種昭,	 柴秀行.	 下顎

枝矢状分割術専用吸収性骨接合材料（Super	 FIXSORB-MX	 X 型 4 穴）の使

用経験.	 第 25 回特定非営利活動法人日本顎変形症学会総会・学術大会;	 

2015	 6/4-6/5;	 東京.	 

	 

45.	 井上真梨子,	 西須大徳,	 佐藤仁,	 村岡渡,	 莇生田整治,	 河奈裕正	 

ほか.	 顎関節症患者における開口抵抗力測定の試み(第 2 報)	 自律神経



系の影響.	 第 28 回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会	 第 20 回

日本口腔顔面痛学会学術大会;	 2015	 7/4;	 名古屋.	 

	 

46.	 Ouchi	 T,	 Morikawa	 S,	 Okano	 H,	 Nakagawa	 T.	 Generation	 of	 

odontogenic	 cells	 from	 human	 induced	 pluripotent	 stem	 cells.	 第

58 回春季日本歯周病学会学術大会;	 2015	 5/15-5/16	 (5/15);	 幕張（幕

張メッセ）.	 

	 

47.	 Ouchi	 T,	 Morikawa	 S,	 Okano	 H,	 Nakagawa	 T.	 A	 simple	 method	 

to	 generate	 a	 large	 amount	 of	 developmentally	 selected	 

mesenchymal	 stem	 cells.	 第 58 回秋季日本歯周病学会学術大会;	 2015	 

9/12-9/13	 (9/12);	 浜松（アクトシティ浜松）.	 

	 

48.	 Ouchi	 T,	 Morikawa	 S,	 Okano	 H,	 Nakagawa	 T.	 Interaction	 and	 

Invagination	 of	 Odontogenic	 Epithelial/Mesenchymal	 Cells	 

Derived	 from	 Human	 iPS	 Cells.	 第 36 回日本炎症・再生医学会;	 2015	 

7/21-7/22;	 東京（虎ノ門ヒルズフォーラム）.	 

	 

	 

	 

	 

国内招待講演	 (1-42)	 

	 

1. 角田和之.	 当科におけるシェーグレン症候群の口腔乾燥症に対する取
り組み.	 シェーグレン症候群診療連携の会 in 信濃町;	 2015	 1/26;	 東

京.	 

	 

2.	 角田和之.	 造血幹細胞移植患者の口腔ケア.	 第 7 回がんプロフェッシ

ョナル育成基盤推進プラン	 第 5 回がん医療現場ににおける口腔ケア研

修会;	 2015	 11/14;	 東京.	 

	 

3.	 莇生田整治,	 山田有佳.	 当科における口腔癌に対するアービタックス



投与の実際.	 口腔外科懇話会;	 2015	 2015.09;	 東京.	 

	 

4.	 莇生田整治.	 明日から役立つ口腔がんのスクリーニング	 ～鑑別診断

のポイント～.	 市川市歯科医師会講演会;	 2015	 2015.12;	 市川.	 

	 

5.	 莇生田整治.	 もっと広めよう！がん患者を持つ家族のケア	 ～がんの

親を持つ学童期の子どもを対象としたサポートプログラム（CLIMB	 ®）の

紹介、家族ケアの実際～.	 第 17 回チーム医療推進セミナー	 慶應義塾大学

病院チーム医療推進委員会;	 2015	 2015.10;	 東京.	 

	 

6.	 河奈裕正.	 口腔腫瘍患者における顎口腔インプラント治療〜早期治療

の可能性〜.	 第 69 回日本口腔科学会総会・学術大会;	 2015	 5/13-5/15;	 

大阪.	 

	 

7.	 河奈裕正.	 「上顎洞底粘膜挙上後，何を使いますか？」	 β-リン酸三

カルシウム補填材の上顎洞底挙上術への応用.	 バイオインテグレーショ

ン学会	 第 5 回学術大会・総会;	 2015	 3/29;	 東京	 (国際医療福祉大学大

学院東京青山キャンパス).	 

	 

8.	 河奈裕正.	 顎口腔領域における非上皮性悪性腫瘍.	 がんプロフェッシ

ョナル養成基盤推進プラン「高度がん医療開発を先導する専門家の養成」

公開講座「口腔がん治療の均てん化・標準化」;	 2015	 2/8;	 東京.	 

	 

9.	 河奈裕正.	 口腔外科の視点から見た超高齢社会における歯科インプラ

ント治療	 「目指すべきインプラント治療−超高齢社会への対応−」.	 日本

口腔インプラント学会第 34 回近畿・北陸支部学術大会;	 2015	 1/31-2/1;	 

京都.	 

	 

10.	 森川暁.	 幹細胞細胞を用いた新規口腔組織再生療法とは.	 バイオイ

ンテグレーション学会	 第 5 回学術大会・総会;	 2015	 3/29;	 東京	 (国際

医療福祉大学大学院東京青山キャンパス).	 

	 



11.	 堀江伸行.	 高齢者社会におけるインプラント治療〜インプラントオ

ーバーデンチャー〜.	 所沢市歯科診療所あおぞら全体会;	 2015	 3/1;	 所

沢.	 

	 

12.	 堀江伸行.	 顎骨再建症例へのインプラント治療保険導入後の評価〜

補綴専門医の立場から〜.	 第 19 回日本顎顔面インプラント学会総会学術

大会;	 2015	 11/29;	 横須賀.	 

	 

13.	 和嶋浩一,	 村岡渡,	 大久保昌和,	 佐藤仁,	 西須大徳.	 口腔顔面痛の

臨床診断推論.	 第 28 回一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会	 第

20 回日本口腔顔面痛学会学術大会;	 2015	 7/4-7/5;	 名古屋.	 

	 

14.	 和嶋浩一,	 小見山道,	 大久保昌和,	 石垣尚一,	 原節宏,	 松香芳三.	 

ハンズオンコース DC/TMD に準拠した咀嚼筋触診の実際.	 第 28 回一般社

団法人日本顎関節学会総会・学術大会	 第 20 回日本口腔顔面痛学会学術大

会;	 2015	 7/4-7/5;	 名古屋.	 

	 

15.	 和嶋浩一.	 顎関節症と口腔顔面痛.	 帯広歯科医師会学術講演会;	 

2015	 12/19-12/20;	 帯広.	 

	 

16.	 和嶋浩一.	 非歯原性歯痛の理解.	 京橋歯科医師会学術講演会;	 2015	 

11/18;	 東京.	 

	 

17.	 和嶋浩一.	 非歯原性歯痛の理解.	 世田谷歯科医師会学術講演会;	 

2015	 9/15;	 東京.	 

18.	 和嶋浩一.	 非歯原性歯痛の理解.	 蒲田歯科医師会学術講演会;	 2015	 

7/29;	 東京.	 

	 

19.	 和嶋浩一.	 非歯原性歯痛の理解.	 岡山大学歯学部同窓会総会講演

会;	 2015	 7/12;	 岡山.	 

	 

20.	 和嶋浩一.	 歯痛を再考する	 知らないでは済まされない非歯原性歯痛.	 



奈良県歯科医師会学術講演会;	 2015	 2/22;	 奈良.	 

	 

21.	 和嶋浩一.	 歯痛の見直し－	 非歯原性歯痛の理解－.	 第 309 回松本歯

科大学大学院セミナー;	 2015	 2/6;	 塩尻.	 

	 

22.	 和嶋浩一.	 口腔顔面痛外来を受診する二次性頭痛	 二次性頭痛を見逃

していないか.	 第 43 回日本頭痛学会総会;	 2015	 11/13-11/14;	 東京.	 

	 

23.	 和嶋浩一.	 「痛みを考える」―歯原生疼痛と非歯原生疼痛―.	 日本歯

内療法学会関東甲信越静支部会	 第 19 回サマーセミナー;	 2015	 8/27;	 東

京.	 

	 

24.	 和嶋浩一.	 非歯原性歯痛の診断実習.	 日本歯内療法学会関東甲信越

静支部会	 第 17 回ハンズオンセミナー;	 2015	 8/27;	 東京.	 

	 

25.	 和嶋浩一.	 痛みの発生メカニズムに応じた薬物療法.	 第 28 回一般社

団法人日本顎関節学会総会・学術大会	 第 20 回日本口腔顔面痛学会学術大

会;	 2015	 7/4-7/5;	 名古屋.	 

	 

26.	 和嶋浩一.	 慢性筋痛患者における中枢感作評価の試み	 臨床研究を軸

として学会が取り組んでいる活動.	 第 44 回日本慢性疼痛学会総会;	 2015	 

2/27-2/28;	 横浜.	 

	 

27.	 中川種昭.	 感染症としての歯周病とその治療を再考する.	 中野区歯

科医師会;	 2015	 12/16;	 東京.	 

	 

28.	 中川種昭.	 歯周病と糖尿病のただならぬ関係	 —医科歯科連携をふま

えて—.	 昭島市歯科医師会;	 2015	 11/13;	 東京.	 

	 

29.	 中川種昭.	 口腔細菌は全身に影響する！？	 —歯周病を中心として—.	 

平成 27 年城東ブロック耳鼻咽喉科医会総会;	 2015	 11/7;	 東京.	 

	 



30.	 中川種昭.	 歯周病と糖尿病	 〜気をつけよう命を狙う歯周病〜.	 第

16 回彩歯アカデミー（埼玉県県民公開セミナー）;	 2015	 11/1;	 埼玉.	 

	 

31.	 中川種昭.	 命をねらう？！歯周病の話.	 武蔵村山市市民公開セミナ

ー;	 2015	 10/24;	 東京.	 

	 

32.	 中川種昭.	 歯周病と細菌を考える	 —美味しく食事をいただくために

—.	 アンチエイジング歯科学会;	 2015	 10/18;	 東京.	 

	 

33.	 中川種昭.	 歯周病と糖尿病のただならぬ関係	 —医科歯科連携をふま

えて—.	 北区糖尿病医療ネットワーク;	 2015	 9/30;	 東京.	 

	 

34.	 中川種昭.	 歯周病と糖尿病のただならぬ関係	 —医科歯科連携をふま

えて—.	 第 2 回糖尿病合併症研究会;	 2015	 7/31;	 大館.	 

	 

35.	 中川種昭.	 あらためて歯周病治療をみつめなおす.	 東京歯科大学歯

科衛生士専門学校同窓会;	 2015	 7/5;	 東京.	 

	 

36.	 中川種昭.	 医科歯科連携をふまえた歯科治療	 —歯周病と糖尿病など

の基礎疾患との関連—.	 浦和市歯科医師会;	 2015	 7/17;	 浦和.	 

	 

37.	 中川種昭.	 医科歯科連携をふまえた歯科治療	 —歯周病と糖尿病など

の基礎疾患との関連—.	 東京歯科大学同窓会川崎支部;	 2015	 7/4;	 川崎.	 

	 

38.	 中川種昭.	 医科歯科連携をふまえた歯科治療	 —歯周病と糖尿病など

の基礎疾患との関連—.	 新宿区歯科医師会;	 2015	 5/20;	 東京.	 

	 

	 

39.	 中川種昭.	 医科歯科連携をふまえた歯科治療	 —歯周病と糖尿病など

の基礎疾患との関連—.	 埼玉県歯科医師会;	 2015	 2/22;	 東京.	 

	 

40.	 中川種昭.	 歯を動かす矯正治療だから知っておきたい歯周組織と歯
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