
氏名： 比地岡浩志 

役職： 講師 

学位： 博士（歯学） 
資格： 口腔外科専門医 

            がん治療認定医 

            Open-Water Diver  
研究テーマ： 

口腔癌の新規分子標的治療の開発 

口腔癌の浸潤・転移機構の解明 

 Key words：癌幹細胞と微小環境の関係に着目し、

上記研究を進めています 

超高齢化社会がすすむ我が国において口腔癌は増加
の一途を辿っています。審美および機能的障害をともな
う口腔癌は他の癌に比べて患者さんの苦痛も大きく、医
療者の苦悩も尽きません。しかし、それだけにやりがい
があり、治療がうまくいった時の喜びは代え難いものが
あります。苦楽を共有し、大きな志しを持って、ともに頑
張りましょう！ 

氏名： 石田 喬之 

役職： 助教 

学位： 博士（歯学） 
資格： AHA BLSプロバイダー修了医  

研究テーマ： 

口腔癌のリンパ節転移の画像診断 

口腔癌の浸潤・転移機構の解明 

 Key words：画像診断、Notchシグナル、低酸素、EMT 

 口腔癌の治療成績に最も影響する因子はリンパ節転移
の有無です。 現在、転移を診断するのは画像診断であり、
その診断精度向上について研究しています。 

 しかし、術前の画像診断では目に見えるレベルの転移
はわかっても目に見えないレベルの転移の診断はできま
せん。そこで転移を細胞レベルでとらえるためで癌の微小
環境に着目した基礎的研究も行なっています。 

 摂食・嚥下障害へは歯科医師のみならず看
護師、言語聴覚士、歯科衛生士、栄養士など
様々な職種が力を合わせて取り組んでいま
す。「食べる」ことは重要な欲望である反面、
誤嚥は生命の危機に直結します。安全で質
の高いQOLの向上を目指して、一緒に取り組
んでいきませんか。 

 

研究テーマ： 

 顎変形症患者の顎顔面形態の三次元分析 

 口腔癌患者における栄養状態の変化とその影響 

  口腔癌患者の摂食・嚥下機能評価 

 

氏名： 下松孝太 

役職： 助教 

学位： 博士（歯学） 
資格：  AHA BLS・ ACLSプロバイ
ダー修了医 

氏名： 岐部俊郎 

役職： 助教 

学位： 博士（歯学） 
資格： 口腔外科認定医 

    AHA ACLSプロバイダー修了医 

      4輪 国内A級ライセンス 
研究テーマ： 

瘢痕拘縮を抑制する創被覆材の開発 

歯原生腫瘍の増殖・骨破壊機構の解明 

 Key words：瘢痕、筋線維芽細胞、Wntシグナルなどに 

   注目して上記研究を進めています。 

僕の得意分野は細胞生物学です。研究だけで
なく、臨床においても疾患や治療を細胞生物学
的に理解すると、興味深いことが多々あります。
病気の原因とその理論を学ぶことは大切であ
ると考えています。見た目は学生に間違われる
こともしばしばありますが、３人の子供の父親で
す！僕らと一緒に頑張れる医局員・学生を募集
中です。気軽に声かけてくださいね。 

氏名： 久米 健一 

役職： 助教 

学位： 博士（歯学） 
資格： 口腔外科認定医 

    BLSプロバイダー修了医 

普通の歯科医療とはちょっと違う、それが口腔外
科の世界です。 

朝早くから、夜遅くまで仕事や研究がドッチャリあ
りますが、やりがいも大いにあります。 

ちょっとでも興味がある人は、是非、広くて深い口
腔外科の世界へ！！ 

研究テーマ： 

口腔癌の浸潤・転移機構の解明 

口腔癌の新規分子標的治療の開発 

 Key words：Snail、E-cadherin、EMT 

 痛風の人体実験 

臨床では、顎変形症チームのサブリーダーとして臨床
研究に励みながら，基礎研究では，歯性感性症にお
ける抗菌ペプチドの役割，上皮形成機序の解明を
目的に研究を進めています ． 

Medicine is an art based on science! 

 

氏名： 石畑清秀 

役職： 診療講師 

学位： 博士（歯学） 
資格： 口腔外科専門医 

    口唇・舌感覚異常判定認定医 

    AHA BLS,ACLS  

    プロバイダー修了医   

研究テーマ： 

  歯原性上皮細胞の感染防御機構の解明 

  顎変形症の三次元的形態診断法の開発 

   外科周術期患者の重症度評価のための エンドトキ

シン活性値の応用 

氏名： 大河内孝子 

役職： 診療講師 

学位： 博士（歯学） 
資格：口腔外科専門医 

    AHA BLSプロバイダー 

    修了医  

研究テーマ： 

唇顎口蓋裂患者顔面の三次元分析 

外鼻修正・顎矯正術後の形態分析 

下顎智歯埋伏抜歯の統計分析 

Key words：3D、口唇外鼻形態に着目し、上記研究

を進めています 

女性には過酷と思われがちな口腔外科分野ですが
普通の体力があれば誰でも続けられる医局です。 

特に若い女性には優しい男性医局員が臨床に研究
にサポートしてくださいますので恐れることなく顎外科
医局の門戸を叩きましょう！ 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

顎顔面機能再建学講座 口腔顎顔面外科学分野 

氏名： 松永和秀 

役職： 診療講師 

学位： 博士（歯学） 
資格： 口腔外科専門医 

    口唇・舌感覚異常 

    判定認定医 

特技： マイクロサージャリー 

     
研究テーマ： 

口唇口蓋裂の外科的治療に関する臨床研究  

再建皮弁の生着と機能向上に関する臨床研究 

眼窩底骨折整復後の骨再生に関する研究 

主に口唇口蓋裂チームに所属し、大好きな赤ちゃん
の担当医として、日々邁進してます． 

また、形成外科で6年間培った臨床経験を活かして、

再建チームの一員としても、「きれいでかつ機能的な
治癒を目指す」をモットーに頑張っています． 

氏 名： 中村典史 

役 職： 教授 

学 位： 博士（歯学） 

資 格：口腔外科指導医・専門医 

     ･口唇・舌感覚異常判定認定医 

特 技： ･発展途上国海外医療援助 

     ･インドネシア語会話 

 

・ 今までに，口腔外科の世界で培われた口唇口蓋裂治療をはじめとする多くの  「技術（ワザ）」を「戦略（シス  

  テム）」として、次世代へ受け継ぐための研究を進めています． 

・ 若いうちに「物の本質をみる眼」を養うことが何よりも大切です．今では常識とされる医療に「コペルニクス的  

  展開」をもたらすような面白い研究に取り組みませんか？ 

研究テーマ： 

 口唇裂における口唇外鼻形態評価と外科的治療戦略の確立 

 口蓋裂における言語異常の病態解明と治療法の確立 

 歯原性腫瘍の分化、発育に関する分子生物学的研究 

大学での研究では、一貫して顔面形態、特に3次元的な形態研究に関与してきました。”眼に見えな

い現象”を信用できない性分で、自分の眼と直感での研究を行ってきました。３次元画像の分析結果
を臨床に直結応用できるような研究を行いたいと考えています。「早起き」の得意な方、静かな研究
室で一緒に研究してくれる人を募集します。 

氏名： 野添悦郎 

役職： 准教授 

学位：歯学博士 

資格：口腔外科指導医、専門医 

    日本がん治療認定医機構暫定教育医（歯科口腔外科） 

    口唇・舌感覚異常判定認定医  てんびん座，O型 

特技：寝つきの良いこと、早起き   研究テーマ： 

 顎変形症患者の顎顔面形態に関する研究 

 口唇裂口蓋裂患者の口唇外鼻形態に関する研究口蓋 

 下顎埋伏智歯抜歯に際してのオトガイ神経知覚異常出現に関する研究口唇裂における口唇外鼻

形態評価と外科的治療戦略の確立 

優れた臨床医に求められる「即断即決の判断力」と、論理的な思考に基づく「自己行動決定力」を武器にするために、口腔外科の世界に身を置いてみませんか ？  

口腔顎顔面外科は経験豊富な教員と若手がタッグを組んで各専門領域の難題にチャレンジしながら、「次世代を育てる」ことに真剣に取り組んでいます。 

海外医療援助に参加してみたい方も是非、門を叩いて下さい！ 

指導教員紹介 

鹿児島から世界へ 

Q．一般歯科の技術については？ 

 

A.アルバイトでは、外科治療が中心ですが、
保存､補綴治療も任せてもらえますので、歯
科治療全般が上達します。実際、僕はレジン
充填やぺリオも外科処置と同じくらい上達し
てます。 

Q．経済的に生活はできますか？ 

 

A．歯科医院の代診や、専門学校の講師の
アルバイトがたくさんあります。5月には学校
歯科検診のアルバイトもあります。 

またほとんどの大学院生が奨学金を借りて
いますが、授業料などは免除等も認められる
ので、十分余裕はありますよ。 

Ｑ．口腔外科の技術については、どれくらい学べるのか？ 

 

A．コースは一般博士課程と高度歯科専門臨床医養成コースがありま
す。私は一般博士課程コースですが、大学院生1年目から、みっちり
外科処置に必要な知識と技術を叩き込まれるので、普通に水平埋伏
抜歯などの外来小手術はできるようになり、頑張れば全身麻酔下での
手術の術者も任せてもらえるようになります。 

したがって、口腔外科の手技に関しては見違えるようになります。開業
医の先生は、口腔外科などを専門に任せられるドクターを探している
場合が多いので、バイトでとても役立っています。(笑) 

Q．大学院が終わった後の進路はどうなるのか？ 

 

Ａ．そのまま口腔顎顔面外科の医局員になる、外の関連病院の口腔外科
に所属する、開業医で働くなどの選択肢があります。 

自分は、医局に残ろうと初めから考えているので、大学院生のときに少し
でも多くの研究成果を残して実績を作ろうと思っています。 

また、大学以外の進路の場合でも、口腔外科に関する知識と 

技術で、重宝されることが多いです。 
Q．進学するよりも手を動かした方が将来有利なのでは？ 

     

A．学生とは異なって、研修医で一度臨床に出ているので、
臨床の立場からもう一度勉強をやり直すことができる。 

 

Ｑ．授業はあるんでしょうか？ 

 

Ａ．あります。最低限必要な科目はありますが、基本的には興
味のある分野を選択する形になります。ただし毎日あるわけで
はなく、大学院の生活は、それ以外の臨床ｏｒ研究の時間がほ
とんどを占めます。 

Ｑ．将来どうしようかまだ迷っています 

 

Ａ．将来の進路を決めかねている、そんな人にこそ大学院をおすすめしま
す。きっと自分の中にある可能性を引き出してくれると思います。大学院は
将来の選択肢を増やしてくれる場です。そのまま一般歯科に進んでは得ら
れない出会いや刺激がたくさんあります。もしかしたらここで、本当に自分
のやりたいことに出逢えるかもしれません。やんごとない理由で、無理だと
いう方もいると思いますが、もし、少しの回り道が許されるなら、是非考えて
みてください。 

Q．研究は具体的にどんなことをしていますか？ 

 

Ａ．顎外には研究チームが存在しており、そのチームで研究を進め
ます。腫瘍、口唇口蓋裂、顎変形、口腔機能、インプラントとチーム
があり、教授と話し合い、指導教官が決まり、その教官と一緒に研究
を進めていくことになります。 

Q．医局生活はどんな感じですか？ 

 

A．普段は朝早くからの臨床と夜遅くまでの研究で忙しいです。医
局の方針である「よく学び、よく遊べ」を医局員全員で実践し、年に
数回は登山、BBQ,キャンプなどのイベントがあり、医局員・院生だ
けでなく、ゼミ生も参加しています。 

Quastion & Answer  現役大学院生が回答します 

・問合せ先・ 
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科顎顔面機能再建学講座口腔顎顔面外科 

Tel: 099-275-6242 FAX: 099-275-6248 

顎外科HP:  http://www.hal.kagoshima-u.ac.jp/Omfs2/ 

Quastion  &  Answer  現役大学院生が回答します 


