
講座名 口腔外科学
番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【原著論文】

中川洋一, 小根山隆浩, 寺井陽
彦, 金川昭啓, 岩渕博史, 三宅
哲, 長谷川功, 西川正典, 中山
秀樹, 西村敏, 林田淳之將, 斎
藤健一, 鬼澤浩司郎, 福田雅幸,
新美奏恵, 柴原孝彦, 神部芳則,
川又均, 鶴本明久, 佐藤田鶴子,
石橋克禮, 金子明寛, 宮坂孝弘,
上川善昭, 栗山智有, 前田伸子,
山田庄司, 佐藤勉, 池田文昭,
小林寅哲

口腔カンジダ症に対する抗真
菌薬の臨床効果の適切な判定
方法に関する研究．―抗真菌
薬の効果判定基準作製委員会
報告―

歯科薬物療法 30 1 29 40 2011

2 【原著論文】
岩村千尋,博多研文,和久井崇
大,麻野和宏,川又均,今井裕

当科における過去14年間の口
腔内科的疾患患者の臨床的検
討

栃木県歯科医学会誌 63 65 68 2011

3 【原著論文】
柴田裕功,志水大地,泉さや香,
中津川周生,土田修史,川又均,
今井裕

当科を受診したデンタルイン
プラント予後不良症例

栃木県歯科医学会誌 63 83 86 2011

4 【原著論文】
齋藤正浩,増山裕信,瀬畑香,越
路千佳子,加藤洋史,麻野和宏,
川又均,今井裕

入院全身麻酔下における智歯
抜歯症例の検討-第二報-

栃木県歯科医学会誌 63 75 81 2011

5 【原著論文】
宮堀哲郎,齋藤伸枝,土肥豊,神
山卓久,酒井英紀,大塚武彦,川
又均,今井裕

獨協医科大学病院口腔外科に
おける
歯科医療機関紹介患者の臨床
統計学的検討-第二報-

栃木県歯科医学会誌 63 69 74 2011

6 【原著論文】
Doi Y, Kawamata H, Asano
K, Imai Y

A case of amniotic band
syndrome with cleft lip and
plate.

Indian J Oral Maxillofac
Surg

10 354 356 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【総説等】
藤盛孝博，松山知亜希，川又
均，志田陽介，加藤広行

ｐ５３免疫染色． 胃と腸 46 11 2011



2 【総説等】 今井裕

「抗血栓療法に対するインプ
ラント治療」-安全で安心な歯
科インプラント治療－抗血栓
療法患者に歯科インプラント
治療は可能か？For
reliability and safety
treatment  on dental
implant treatment -Is the
implant  treatmentpossible
for the antithrombotic
therapy patients ？-

シンポジウム日本先進イン
プラント医療学会誌

12 1 39 41 2011

番号 見出し 著者名 論文名 雑誌名 巻 号 開始頁 終了頁 出版年 備考

1 【学位論文】 中津川周生
舌扁平上皮癌におけるSDF-
1/CXCR4発言と臨床病理学的因
子との関連について

獨協医学会雑誌 39 1 T1 T11 2012 2011.12.
9受理

番号 見出し 執筆者名
執筆タイトル（分担執筆の場

合）
開始頁（分担執筆の場合）

終了頁
（分担執

書名
著者・
編集

出版者名 出版地 出版年 備考

1 【学術書】 今井裕
「口腔乾燥症
xerostomia,dry mouth」

1318 1319

今日の
治療指
針・歯
科口腔
外科疾

東京 2011

2 【学術書】 今井裕 「消化器疾患と歯科治療」 76 77

よくわ
かる歯
科医
学・口
腔ケア

東京 2011

3 【学術書】 加藤洋史
「診断力テスト　下唇のしび
れと疼痛」

月刊デ
ンタル
ダイヤ
モンド

東京 2011

4 【学術書】 今井裕
「外保連から歯保連へ」　日
本口腔外科学会編『口腔外科
ハンドマニュアル’11』

270 271
クイン
テッセ
ンス

クイン
テッセ
ンス

東京 2011

番号 見出し 発表者名 論題 学会名 開催都市 年 月 日 備考

1 【学会・研修会発表】
泉さや香,川又均,土肥豊,今井
裕

マイクロアレイにより同定さ
れたマーカーを用いた口腔扁
平上皮癌発生細胞の検討

第29回日本口腔腫瘍学会総
会・学術大会

熊本市 2011 1 26-28



2 【学会・研修会発表】
中津川周生,土肥豊,川又均,今
井裕

舌扁平上皮癌における頸部リ
ンパ節転移の臨床病理学的検
討

第29回日本口腔腫瘍学会総
会

熊本市 2011 1 27

3 【学会・研修会発表】
博多研文,博多裕子,越路千佳
子,土肥豊,川又均,今井裕

上顎骨大量骨融解に対し放射
線治療を施行した後、悪性線
維性組織球腫が生じた１例

第65回日本口腔科学会学術
集会

東京都 2011 4 22

4 【学会・研修会発表】
泉さや香,川又均,土肥豊,今井
裕

口腔扁平上皮癌発生母細胞の
検討-マイクロアレイにより同
定された７個のマーカーを用
いて-

第65回日本口腔科学会学術
集会

東京都 2011 4 22

5 【学会・研修会発表】
増山裕信,泉さや香,中津川周
生,土肥豊,川又均,今井裕

舌癌の化学療法後に意識障害
を伴う低Na血症を呈した1例

第20回日本有病者歯科医療
学会総会学術大会

東京都 2011 5 10

6 【学会・研修会発表】
和久井崇大,土肥豊,越路千佳
子,泉さや香,麻野和宏,川又均,
今井裕

当科におけるビスフォスフォ
ネート使用患者の臨床的検討

第20回日本有病者歯科医療
学会総会学術総会

東京都 2011 5 10

7 【学会・研修会発表】
麻野和宏,泉さや香,越路千佳
子,土肥豊,和久井崇大,今井裕

当科における口唇口蓋裂の海
外医療援助について

第35回日本口蓋裂学会・学
術集会

新潟 2011 5

8 【学会・研修会発表】
越路千佳子,土肥豊,和久井崇
大,麻野和宏,川又均,今井裕

肝型糖原病に合併した口蓋裂
の1例

第35回日本口蓋裂学会総会 新潟 2011 5 25



9 【学会・研修会発表】
大久保真希,土肥豊,越路千佳
子,麻野和宏,川又均,今井裕

造血幹細胞移植患者における
口腔ケア-ポラプレジンク含有
含嗽薬併用による口腔粘膜障
害予防効果‐

第8回日本口腔ケア学会総
会・学術大会

東京都 2011 6 19

10 【学会・研修会発表】
金沢優美,麻野和宏,川又均,今
井裕

下顎歯肉癌の顎骨切除範囲に
関する検討　第2報-3DCT解析
ソフトを用いた評価について

第35回日本頭頸部癌学会総
会学術大会

名古屋 2011 6 9~10

11 【学会・研修会発表】
中津川周生,土肥豊,川又均,今
井裕

舌扁平上皮癌におけるSDF-
1/CXCR4発現と臨床病理学的因
子についての検討

第35回日本頭頸部癌学会総
会学術大会

名古屋 2011 6 9~10

12 【学会・研修会発表】
越路千佳子,麻野和宏,増山裕
信,泉さや香,土肥豊,和久井崇
大,川又均,今井裕

獨協医科大学における口唇口
蓋裂の
海外医療援助について

第22回歯科保健医療国際協
力協議会総会

名古屋 2011 7 2

13 【学会・研修会発表】
泉さや香,中津川周生,増山裕
信,酒井英紀,川又均,今井裕

上顎の歯性感染に続発した海
綿静脈洞の炎症により発症し
た
動眼神経麻痺の一例

第191回口腔外科学会関東地
方会

横浜市 2011 7 9

14 【学会・研修会発表】
土肥豊,土田修史,博多研文,越
路千佳子,麻野和宏,川又均,今
井裕

上顎骨骨折に伴う歯槽骨の気
管支内誤嚥の1例

第13回 日本口腔顎顔面外傷
学会総会

宮崎市 2011 7 15

15 【学会・研修会発表】
瀬畑　香,大栗有希,越路千佳子,
土肥豊, 金澤優美,和久井崇大,
麻野和宏,川又均,今井裕

当科における救命救急セン
ターから
治療依頼のあった顎顔面骨骨
折入院患者の臨床的検討

第13回日本口腔顎顔面外傷
学会総会

宮崎市 2011 7 15



16 【学会・研修会発表】
土田修史，和久井崇大，増山裕
信，土肥豊, 加藤洋史，麻野和
宏，川又均，今井裕

全身性IgG4関連疾患(SIPS)に
おける
口腔症状と口唇腺生検につい
ての検討

第21回日本口腔粘膜学会総
会

鹿児島市 2011 9 24

17 【学会・研修会発表】
Sayaka Izumi, Hitoshi
Kawamata, Yutaka Imai

Examination for origin of
the squamous cell carcinoma
of oral floor:
Used seven makers which
determined Microarray
analysis

第70回日本癌学会総会学術
大会

名古屋市 2011 10 3~5

18 【学会・研修会発表】
博多研文,土肥豊,神山卓久,麻
野和宏,酒井英紀,川又均,今井
裕

過去15年間の当科外来受診患
者の臨床学的検討

第56回日本口腔外科学会総
会

大阪市 2011 10 21~23

19 【学会・研修会発表】
土肥豊,中津川周生,川又均,今
井裕

舌扁平上皮癌における予後予
測因子の検討　-SDF-1/CXCR4
の発現について-

第56回 日本口腔外科学会総
会学術大会

大阪市 2011 10 21~23

20 【学会・研修会発表】
和久井崇大,博多裕子,土肥豊,
麻野和宏,川又均,今井裕

舌扁平上皮癌における遺伝子
解析を併用したセンチネルリ
ンパ節生検に関する検討

第56回 日本口腔外科学会総
会学術大会

大阪市 2011 10 21~23

21 【学会・研修会発表】 泉さや香,川又均,今井裕

小唾液腺由来の口腔扁平上皮
癌は生物学的悪性度が高く予
後不良である

第56回 日本口腔外科学会総
会学術大会

大阪市 2011 10 21~23



22 【学会・研修会発表】
麻野和宏,金沢優美,川又均,今
井裕

下顎歯肉癌の顎骨切除範囲に
関する検討　第3報(3D-CT解析
ソフトを用いた評価について)

第49回日本癌治療学会学術
集会

名古屋市 2011 10

23 【学会・研修会発表】
和久井崇大,博多裕子,土肥豊,
麻野和宏,川又均,今井裕

舌扁平上皮癌における遺伝子
解析を併用したセンチネルリ
ンパ節生検に関する検討

第49回日本癌治療学会学術
集会

名古屋市 2011 10

24 【学会・研修会発表】
柏渕浩一,越路千佳子,増山裕
信,中津川周生,加藤洋史,柴田
裕功,川又均,今井裕

大きな嚢胞様X線透過像を示し
た
下顎骨病変に関する臨床病理
学的検討

第64回栃木県歯科医学会 宇都宮市 2011 11 3

25 【学会・研修会発表】
蜂谷恵里,泉さや香,土田修史,
大久保真希,宮堀哲郎,博多裕
子,酒井英紀,川又均,今井裕

当科において入院加療を必要
とした
重症歯性感染症の臨床統計

第64回栃木県歯科医学会 宇都宮市 2011 11 3

26 【学会・研修会発表】
長谷川智則，和久井崇大，瀬畑
香，斉藤正浩，金沢優美，麻野
和弘，川又均，今井裕

Bisphosphonate製剤内服患者
における口腔外科的介入時期
の決定に関する検討-血中・尿
中CTX値を指標にして-

第64回栃木県歯科医学会 宇都宮市 2011 11 3

27 【学会・研修会発表】
宮川紘和,土肥豊,博多研文,岩
村千尋,大栗有希,川又均,今井
裕

獨協医科大学病院における周
術期口腔ケア
―消化器手術患者に対して―

第64回栃木県歯科医学会 宇都宮市 2011 11 3

28 【学会・研修会発表】
大久保真希,和久井崇大,土田
修史,瀬畑　香,増山裕信,泉さや
香,川又均,今井裕

診断に苦慮した新生児舌下面
に生じた嚢胞の1例

第23回日本小児口腔外科学
会・学術大会

八戸市 2011 11 19



29 【学会・研修会発表】
宮堀哲郎,泉さや香,大久保真
希,増山裕信,中津川周生,土肥
豊,川又均,今井裕

側咽頭隙から頭蓋底まで進展
したラヌーラの1症例

第45回日本口腔科学会関東
地方部会

東京都 2011 11 19

30 【学会・研修会発表】
長谷川智則,越路千佳子,大久
保真希,博多裕子,金澤優美,川
又均,今井裕

当科における口蓋裂手術後の
言語成績
-セファロ分析による検討-

第1230回千葉医学会第32回
歯科口腔外科例会

千葉市 2011 11 26

31 【学会・研修会発表】
柏渕浩一,土田修史,泉さや香,
大栗有希,川又均,今井裕

終末期口腔癌患者に対し地域
医療機関と連携しBest
Supportive Careを行った症例
の検討

第1230回千葉医学会第32回
歯科口腔外科例会

千葉市 2011 11 26

32 【学会・研修会発表】
宮川紘和,麻野和宏,瀬畑香,加
藤洋史,川又均,今井裕

交通外傷で当院救命救急セン
ターに搬送された顎顔面外傷
患者数の年次的推移

第1230回千葉医学会第32回
歯科口腔外科例会

千葉市 2011 11 26

33 【学会・研修会発表】
蜂谷恵理,土肥豊,瀬畑　香,川又
均,今井裕

ビスフォスフォネート系薬剤
関連顎骨壊死(BRONJ)に対する
治療方法選択に関する検討-保
存療法か外科療法か-

第1230回千葉医学会第32回
歯科口腔外科例会

千葉市 2011 11 26

34 【学会・研修会発表】
宮堀哲郎,博多研文,和久井崇
大,川又均,今井裕

口腔癌切除後再建症例の口腔
機能に関する検討

第1230回千葉医学会第32回
歯科口腔外科例会

千葉市 2011 11 26

35 【学会・研修会発表】
齋藤正浩,増山裕信,和久井崇
大,川又均,今井裕

出血傾向を有する患者に対す
る口腔外科処置に関する検討

第1230回千葉医学会第32回
歯科口腔外科例会

千葉市 2011 11 26



36 【学会・研修会発表】
岩村千尋,博多研文,泉さや香,
酒井英紀,川又均,今井裕

口腔外科領域に初発症状を認
め当科で診断に到った
造血器腫瘍患者の臨床的検討

第1230回千葉医学会第32回
歯科口腔外科例会

千葉市 2011 11 26

37 【学会・研修会発表】
柴田裕功,増山裕信,土肥豊,中
津川周生,川又均,今井裕

当科における口腔扁平上皮癌
患者に対する
TPF(TXT,CDDP,5-FU)療法の治
療成績

第1230回千葉医学会第32回
歯科口腔外科例会

千葉市 2011 11 26

38 【学会・研修会発表】
和久井崇大,博多裕子,土肥豊,
麻野和宏,川又均,今井裕

舌扁平上皮癌におけるセンチ
ネルリンパ節生検に関する検
討

第1230回千葉医学会第32回
歯科口腔外科例会

千葉市 2011 11 26

39 【学会・研修会発表】
博多研文,土肥豊,越路千佳子,
泉さや香,和久井崇大,麻野和
宏,川又均,今井裕

獨協医科大学病院における周
術期口腔ケア
ー消化器手術患者に対してー

第39回獨協医学会 壬生町 2011 12 3

40 【学会・研修会発表】
増山裕信,麻野和宏,土肥豊,川
又均,今井裕

当科における歯科インプラン
ト症例の臨床的検討

第15回顎顔面インプラント
学会総会・学術大会

幕張市 2011 12 3~4

41 【学会・研修会発表】
岩村千尋,越路千佳子,泉さや
香,和久井崇大,麻野和宏,川又
均,今井裕

長期間にわたり放置されてい
た顎関節強直症の1例

第192回日本口腔外科学会関
東地方会

東京都 2011 12 10

42 【学会・研修会発表】

Chikako Koshiji, Kazuhiro
Asano, Yutaka Doi, Sayaka
Izumi, Takahiro Wakui, Yutaka
Imai

A case of Robinow syndrome
with bilateral cleft lip
and palate, Australasian
Cleft Lip and Palate

Association and
7th Asian Pacific Cleft
Lip and Palate
Craniofacial Congress

Burswood 2011 3 13



43 【学会・研修会発表】
Hitoshi Kawamata, Sayaka
Izumi, Yutaka Doi, Yutaka Imai

Oral squamous cell
carcinomas originating from
minor salivary glands
showed aggressive
biological behavior and
poor prognosis when
compared to those from
squamous epithelium.

20th ICOMS
 
Santiago
, Chile.

2011 11 4~8

番号 見出し 受賞者名 演題 学会名 賞の名称 受賞年 受賞月 受賞日 備考

1 【学術賞】 麻野和宏

下顎歯肉癌の顎骨切除範囲に
関する検討　第3報（3D-CT解
析ソフトを用いた評価につい
て）

第49回日本癌治療学会学術
集会

優秀演題
賞

2011 10

番号 見出し 発表者名 演題 講座名 開催都市 開催年 開催月 開催日 備考

1 【公開講座】 川又均

科学的根拠に基づいた抗血栓
療法患者の抜歯に関するガイ
ドライン２０１０年版－基本
コンセプトと利用方法：作成
実務者たちのつぶやき－

宇都宮 2011 1 13

2 【公開講座】 今井裕
「口腔ケアと地域連携-喫食障
害の予防と改善-」

医療連携学術講演会 宇都宮市 2011 1 20

3 【公開講座】 今井裕
「日本の歯科に今必要なこ
と」

口腔先端応用医科科学研究
会第3回学術会議

東京都 2011 1 22

4 【公開講座】 和久井崇大
「先生ならどう診断します
か？この疾患を」

第8回壬生口腔外科連携医療
懇話会

宇都宮市 2011 2 17

5 【公開講座】 今井裕 「糖尿病と歯周病について」 糖尿病合併症予防講習会 宇都宮市 2011 2 20



6 【公開講座】 今井裕
「－最近の進歩ー『抗血栓療
法のガイドラインならびに口
腔癌検診について』」

芳賀郡歯科医師会・医師会
合同講演会

2011 2 23

7 【公開講座】 川又均
抗血栓療法患者の抜歯に関す
るガイドライン解読の手引

第65回ＮＰＯ法人日本口腔
科学会学術集会ランチョン
セミナー

東京都 2011 4 22

8 【公開講座】 川又均

科学的根拠に基づく抗血栓療
法患者の抜歯に関するガイド
ライン２０１０年版－利用方
法と落とし穴：作成実務者た
ちのつぶやき－

抗血栓療法フォーラム 千葉市 2011 5 19

9 【公開講座】 大栗有希
「抗血栓療法患者における観
血的処置施行時の対応につい
て」

佐野合同症例検討会 佐野市 2011 6 13

10 【公開講座】 川又均
抗血栓療法患者の抜歯に関す
るガイドラインの利用方法と
ピットフォール

第20回日本有病者歯科医療
学会総会・学術大会ラン
チョンセミナー

東京都 2011 6 26

11 【公開講座】 川又均
口腔ケアを一時のブームで終
わらせないために－基幹病院
歯科口腔外科の役割－

第6回金沢口腔フォーラム 金沢市 2011 7 13

12 【公開講座】 川又均

口腔ケアを一時のブームに終
わらせないために～獨協医科
大学病院での口腔ケア５年間
の効果と問題点～

慶應大学第一回口腔ケア研
修会

東京都 2011 10 29

13 【公開講座】 今井裕
「有病者の歯科治療～糖尿病
と歯周病について～」

平成23年度小山歯科医師会
学術研修会

小山市 2011 11 6



14 【公開講座】 大栗有希
「歯肉出血から多発性骨髄腫
の診断に至った１例」

佐野合同症例検討会 佐野市 2011 11 7

15 【公開講座】 加藤洋史
「知っていますか？お口の病
気～口内炎から口腔がんまで
～」

群馬県太田新田歯科医師会 太田市 2011 11 12

番号 見出し 氏名 備考1 備考2 備考3 備考4 備考5 年 月 日 種類

1 【テレビ・ラジオ等】 今井裕 教えてドクター 口腔癌について 栃木放送 2011 9 ラジオ

2 【テレビ・ラジオ等】 今井裕 教えてドクター 口唇口蓋裂について 栃木放送 2011 9 ラジオ

3 【テレビ・ラジオ等】 川又均 教えてドクター
デンタルインプラントにつ
いて．

栃木放送 2011 9 ラジオ

4 【テレビ・ラジオ等】 川又均 教えてドクター 歯周病と全身疾患 栃木放送 2011 9 ラジオ

5 【テレビ・ラジオ等】 今井裕 薬学の時間

「シリーズ重篤副作用疾患
別対応マニュアル（39）ビ
スホスホネート系薬剤によ
る顎骨壊死」

ラジオ
NIKKEI

2011 11 28 ラジオ
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