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平成 29 年 4 月～平成 30 年 3 月までの業績 

 

分野名：口腔顎顔面補綴学分野 

【構成員】 

教授：  西村正宏  

准教授：西 恭宏  

講師：  村上 格，末廣史雄（平成 29 年 5 月から） 

助教： 石井正和，原田佳枝，益崎与泰，藤島 慶，田中謙光 

医員： 峰元洋行，駒走尚大 

大学院生：村上寿理（口腔顎顔面外科より出向），柳澤嵩大，駒走尚大 

客員研究員：川本真一郎，下田平直大，清水孝治，鎌下祐次，濱田泰三 

 

【オリジナル研究】 

（原著論文） 

1. Ishii M, Nakahara T, Araho D, Murakami J, Nishimura M. Glycolipids from spinach 

suppress LPS-induced vascular inflammation through eNOS and NF-κB signaling. 

Biomed Pharmacother 2017;91:111-120．(2.759) 

2. Murakami M, Nishi Y, Nishio M, Minenoto Y, Shimizu T, Nishimura M. A 

retrospective cohort study of the cumulative survival rate of obturator prostheses for 

marsupialization. J Prosthodont 2017. DOI:10.1111/jopr.12652.in press．(1.452)  

3. Murakami M, Fujishima K, Nishi Y, Minemoto Y, Kanie T, Taguchi N, Nishimura M. 

Impact of type and duration of application of commercially available oral moisturizers 

on their antifungal effects. J Prosthodont 2018; 27: 52-56. (1.452) 

4. Murakami M, Nishi Y, Nishimura M, Takenouchi Y, Shimizu T. Application of a 

bedtime obturator prosthesis for an edentulous patient with an extensive maxillary 

defect. Dental Oral and Craniofacial Research 2018.1; 2-4. doi: 

10.10xx/j.DOCR.2018.10.003 

 

（総説） 

1. 西 恭宏. 特集：高齢者の口腔ケア 手技の基本 ８．義歯の取り扱い. Modern physician 

2017; 37: 967-970． 

 

（症例報告） 

1. 益﨑与泰. 残存歯挺出による咬合平面不正を修正し機能改善を行った症例. 日補綴会誌 

2017; 9: 74-77． 

2. 益崎与泰. 上顎右側第二小臼歯先天性欠如部に対してインプラント補綴治療を行った 1
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症例. 日本口腔インプラント学会誌 2017; 30: E311-312. 

 

(その他) 

1. 西村正宏. 連載 これから考えておきたい“インプラントの撤去”―九州インプラント

研究会による取り組み ２．文献からみるインプラント撤去の基準. HYORON 2018；

78：117-122． 

 

【共同研究】 

（原著論文） 

1. Hayashiuchi M, Kitayama T, Morita K, Yamawaki Y, Oue K, Yoshinaka T, Asano S, 

Harada K, Kang Y, Masato H, Irihune M, Okada M, Kanematsu T. General anesthetic 

actions on GABAA receptors in vivo are reduced in phospholipase C-related 

catalytically inactive protein knockout mice. J Anesth 2017; 31:531-538. (1.399) 

2. Asano S, Taniguchi Y, Yamawaki Y, Gao J, Harada K, Takeuchi H, Hirata M, 

Kanematsu T. Suppression of cell migration by phospholipase C-related catalytically 

inactive protein-dependent modulation of PI3K signalling. Sci Rep 2017; 14; 7: 5408. 

(4.259) 

 

（総説） 

1. Yamawaki Y, Oue K, Shirawachi S, Asano S, Harada K, Kanematsu T. Phospholipase 

C-related catalytically inactive protein can regulate obesity, a state of peripheral 

inflammation. Japanese Dental Science Review 2017; 53(1): 18-24． 

2. 中村康典，田中壮子，村上杏里，江口洋子，西 恭宏. 鹿児島医療センターにおける医

科歯科連携の現状. 日本口腔ケア学会誌 2017; 12(1): 37-42． 

 

（著書） 

1. 櫻井 薫，吉田 光由，秋野 憲一，足立 融，石黒 幸枝，伊藤 加代子，糸田 昌

隆，井上 誠，猪原 健，岩佐 康行，梅本 丈二，太田 博見，大野 友久，鴨田 勇

司，貴島 真佐子，阪口 英夫，坂本 まゆみ，島田 千穂，高橋 賢晃，高野 直久，

栂安 秀樹，恒石 美登里，戸原 雄，西 恭宏，花形 哲夫，平野 浩彦，古屋 純

一，松山 美和，三宅 智，森田 達也，崎 裕，吉川 峰加，渡邊 裕，渡部 芳彦，

片桐 淳，猪原 光，坂口 豊，森崎 重規，本川 佳子，枝広あや子，白部 麻樹，

村上 正治，高橋 知佳，早川 美知，三上友里江．終末期を含む中重度の要介護高齢

者における歯科医療及び口腔衛生管理ニーズの実態及び歯科医師、歯科衛生士の関与の

あり方に関する調査研究事業報告書.  

 



3 

 

【学会発表】 

（国際学会 一般発表） 

1. Nishimura, M. Bone tissue engineering to avoid autologous bone transplantation. 

Airlangga University (Surabaya) Research Meeting 2017.4.11. 

 

（国内学会 特別講演，シンポジウム） 

1.  西 恭宏. 義歯装着者の摂食嚥下機能評価と食支援. いちき串木野日置歯科医師会研修

会. 日置市伊集院 18 番館. 2017.5.20． 

2．西村正宏. 口腔インプラント治療と材料に関わる近年の動向. 平成 29 年度鹿児島市歯科

医師会前期学会. 鹿児島県歯科医師会館. 2017.7.22 

3.  村上 格. 開窓療法後に適用する栓塞子―設計，製作方法ならびに治療成績―. 平成 29

年度日本補綴歯科学会九州支部生涯学習セミナー. 鹿児島大学稲盛会館．2017.8.27． 

4.  西 恭宏. 摂食嚥下障害とその評価. 鹿児島大学公開講座第 1 回摂食嚥下リハビリテー

ション研修講座初級コース. 鹿児島大学医学部臨床講義棟. 2017.9.25． 

5.  西村正宏. FINESIA イントロダクションコース. 鹿児島大学. 2017.10.15． 

6.  西村正宏. 欠損補綴における口腔インプラントの活用方法 -トラブルインプラントも味

方に変える-. H29年度鹿児島市歯科医師会イブニングセミナー. 鹿児島県歯科医師会館. 

2017.10.20． 

7.  西 恭宏. 摂食嚥下リハビリテーションの現状と概要. KDS 研修会. 鹿児島県歯科医師

会館. 2017.10.17． 

8.  西 恭宏. 義歯安定剤が口腔湿潤度に与える影響ならびに口腔湿潤度との関連項目の

検討 −多施設ランダム化比較試験− . 平成 29 年度日本義歯ケア学会シンポジウム「義歯

安定剤ガイドライン研究から見えてきたもの」. 東京医科歯科大学. 2017.11.18． 

9.  西 恭宏. 分科会「口腔ケアに関する実践について」指定助言. 第 21 回介護福祉士会

九州ブロック大会 in かごしま. かごしま県民交流センター. 2017.11.24． 

10.  西 恭宏. 摂食嚥下障害の評価と対応. 平成 29 年度鹿児島大学歯学部公開講座. 鹿児

島県歯科医師会館. 2017.12.2． 

11. 西 恭宏. 義歯を測る－義歯の動き－. 第 10 回日本義歯ケア学会学術大会. 徳島大学

蔵本キャンパス. 2018.1.28． 

 

（国内学会 一般発表） 

1.  川嵜順子，前田奈々，原ノ園亜矢，井出智子，池田智子，上原真知子，村上杏里，田中

壮子，江口洋子，西 恭宏，中村康典. 鹿児島医療センターにおける口腔ケア向上の取

り組み －口腔ケア学習会の効果と今後の課題－. 第 14 回日本口腔ケア学会学術大会

宜野湾市. 2017.4.22-23． 

2.  田中壮子，中村康典，村上杏理，江口洋子，西 恭宏. 鹿児島医療センターにおける心
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臓血管手術患者の周術期口腔管理の現状. 第14回日本口腔ケア学会学術大会. 宜野湾市.  

2017.4.22-23． 

3.  村上 格，西 恭宏，竹之内佳久，西村正宏. 口蓋欠損を有する有歯顎患者における分

割式栓塞子の適用. 第 126 回日本補綴歯科学会. 神奈川県横浜市. 2017.7.2． 

4.  原田佳枝，三村純代，洪 光，安部倉 仁，二川浩樹，西村正宏. 義歯安定剤使用者の

ための新しい義歯洗浄剤の開発. 第 126回日本補綴歯科学会. 神奈川県横浜市. 2017.7.2． 

5.  末廣史雄，藤島 慶，益﨑与泰，原田佳枝，柳澤嵩大，西村正宏. 顎骨再生を目的とし

た顎骨骨髄間質細胞培養法の開発. 第 126 回日本補綴歯科学会. 神奈川県横浜市. 

2017.7.2． 

6.  田口則宏，小松澤 均，吉田礼子，西 恭宏，宮脇正一. 地域基盤型歯学教育における

新たな取り組み. 第 36 回日本歯科医学教育学会. 長野県松本市. 2017.7.28-29. 

7.  藤島 慶，村上 格，西 恭宏，西村正宏. 義歯粘膜面より採取した Candida albicans, 

Candida glabrata 共培養時の病原性発現について. 平成 29 年度日本補綴歯科学会九州

支部会. 鹿児島. 2017.8.27． 

8.  末廣史雄，益﨑与泰，石畑清秀，村上寿理，中村利明，西村正宏. 吸収性乳酸/グリコー

ル酸共重合体（PLGA）膜と非吸収性高密度 4 フッ化エチレン樹脂（d-PTFE）膜を用

いた GBR の比較検討. 第 47 回日本口腔インプラント学会. 仙台国際センター. 

2017.9.23． 

9.  西原一秀，西 恭宏，末廣史雄，益崎与泰，石畑清秀，中村典史，西村正宏，新崎 章. 

上顎前歯部欠損症例に対する骨造成術併用インプラント治療の検討. 第 47 回日本口腔

インプラント学会. 仙台国際センター. 2017.9.23． 

10. 原田 佳枝，三村 純代，洪 光，二川 浩樹，西村 正宏. 義歯安定剤ユーザーに適した

新しい義歯洗浄法開発の試み. 第10回日本義歯ケア学会学術大会. 徳島大学蔵本キャン

パス. 2018.1.27． 

11. 藤島 慶，村上 格，西 恭宏，西村正宏. 異なる口腔環境から採取した C. albicans

病原性発現解析について. 第10回日本義歯ケア学会学術大会. 徳島大学蔵本キャンパス.  

2018.1.27． 

12. 田中謙光，高橋 哲. Computed tomography-guided implant surgery for dental 

implant in maxillectomy case: a case report. 第 21 回日本顎顔面インプラント学会.   

富山国際会議場．2018.12.9; : ． 

13. 益﨑与泰，末廣史雄，西村正宏. 3 次元連通気孔を有するスタチン含有炭酸アパタイト

ブロックの骨置換能の検討. 日本口腔インプラント学会第 35 回九州支部学術大会北九

州国際会議場. 2018.1.28． 

14. 柳澤嵩大，石井正和，西村正宏. 植物由来フィトケミカルによるｈMSC 骨分化促進作

用の検討. 第 7 回補綴若手研究会. 千葉県木更津市. 2018.3.10． 

 



5 

 

【外部資金獲得状況】 

（科学研究費） 

1. 基盤研究(B) （2017～2019 年度） 

課題番号：17H04394 

研究課題：自己体性幹細胞の多軸的制御と可視的評価による委縮顎骨の増生治療開発 

研究代表者：西村正宏 

研究分担者：石井正和，朝比奈 泉，山田和彦，小戝健一郎 

配分額：総額：5,720 千円（直接経費：4,400 千円，間接経費：1,320 千円） 

2．基盤研究(C) （2017～2019 年度） 

課題番号：17K11760  

研究課題名：糖尿病モデルを用いたインプラント周囲炎に対する再生治療法の開発 

研究代表者：川本真一郎 

研究分担者：石井正和，益崎与泰，西村正宏 

配分額：総額：1,820 千円（直接経費：1,400 千円，間接経費：420 千円） 

3．基盤研究(C) （2017～2019 年度） 

課題番号：17K12052 

研究課題名：植物セラミドを用いた新規口腔乾燥治療法の開発と多軸的評価 

研究代表者：清水孝治 

研究分担者：村上 格，西 恭宏，藤島 慶，西村正宏 

配分額：総額：1,690 千円（直接経費：1,300 千円，間接経費：390 千円） 

4．基盤研究(C) （2017～2019 年度） 

課題番号：17K09258 

研究課題名：造血幹細胞移植療法における口腔合併症に対する系統的口腔管理の構築 

研究代表者：中村 康典 

研究分担者：西 恭宏，江口洋子，吉村卓也，花田修一，花田信弘，魚住公治，田中荘子 

配分額：総額：2,340 千円（直接経費：1,800 千円，間接経費：540 千円） 

5．基盤研究(C) （2017～2019 年度） 

課題番号：17K11759 

研究課題名：インプラント体周囲組織再生部の in situ bacteriology の融合 

研究代表者：藤島 慶 

研究分担者：石井正和，西村正宏 

配分額：総額：1,430 千円（直接経費：1,100 千円，間接経費：330 千円） 

6．若手研究(B) （2017～2018 年度） 

課題番号：17K17378 

研究課題名：高齢義歯装着患者の摂食機能と栄養状態の関連ならびに栄養食事指導効果の

検証 
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研究代表者：峰元洋光 

配分額：総額：2,080 千円（直接経費：1,600 千円，間接経費：480 千円） 

7．若手研究(B) （2017～2018 年度） 

課題番号：17K17183 

研究課題名：創傷治癒における間葉系幹細胞と口腔内細菌の関連性解析 

研究代表者：下田平 直大 

配分額：総額：1,950 千円（直接経費：1,500 千円，間接経費：450 千円） 

8．基盤研究(C) （2015～2017 年度） 

課題番号：15K11452 

研究課題名：ケアの負担軽減に繋げるための義歯に付与するプラーク付着抑制能の検討  

研究代表者：西 恭宏 

研究分担者：村上 格，中村康典，上川義昭，西村正宏 

配分額：総額：1300 千円（直接経費：1000 千円，間接経費：300 千円） 

9．基盤研究(C) （2015～2017 年度） 

課題番号：15K11451 

研究課題名：コンビネーション保湿による新規保湿方法の開発とその有効性に関する多軸

的評価  

研究代表者：村上 格 

研究分担者：西 恭宏，藤島 慶，西村正宏 

配分額：総額：1300 千円（直接経費：1000 千円，間接経費：300 千円） 

10．基盤研究(C) （2015～2017 年度） 

課題番号：15K11169 

研究課題名：老化に伴う骨組織再生能低下と脈管再生との関連性の解明 

研究代表者：石井正和 

研究分担者：西村正宏 

配分額：総額：1690 千円（直接経費：1300 千円，間接経費：390 千円） 

11．基盤研究（C）（2015～2017 年度） 

課題番号：15K11039 

研究課題名：オートファジーを介した黄色ブドウ球菌排除の分子基盤解明  

研究代表者：原田佳枝 

研究分担者：兼松 隆 

配分額：総額：1430 千円（直接経費：1100 千円，間接経費：330 千円） 

12. 基盤研究(C) （2016～2018 年度） 

課題番号：16K11606 

研究課題名：骨置換型材料を用いたオーダーメード型骨造成法の開発  

研究代表者：益崎与泰 
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研究分担者：石井正和，西村正宏 

配分額：総額：1820 千円（直接経費：1400 千円，間接経費：420 千円） 

13．基盤研究(C) （2016～2018 年度）  

課題番号：16K11604 

研究課題名：神経誘導による顎骨再生治療法の開発  

研究代表者：末廣史雄 

研究分担者：石井正和，西村正宏 

配分額：総額：1560 千円（直接経費：1200 千円，間接経費：360 千円） 

14．基盤研究(C)（2016～2018 年度） 

課題番号：16K11605 

研究課題名：生体内で確実に骨増生効果を示す顎骨 MSC を識別し得る特異マーカーの探索  

研究代表者：鎌下祐次 

研究分担者：石井正和，西村正宏 

配分額：総額：1560 千円（直接経費：1200 千円，間接経費：360 千円） 

15．挑戦的萌芽研究 （2016～2018 年度） 

課題番号：16K15806 

研究課題名：唾液分泌促進機能を有するドライマウス義歯患者用粘膜活性口腔保湿ジェル

の創製  

研究代表者：村田比呂司 

研究分担者：高瀬一馬，西村正宏 

配分額：総額：1040 千円（直接経費：800 千円，間接経費：240 千円） 

16．基盤研究(C) （2016～2018 年度） 

課題番号：16K11651 

研究課題名：次世代型生体吸収性ハイドロキシアパタイト表面被覆 Mg 合金の骨内変化に関

する研究  

研究代表者：野添悦郎 

研究分担者：廣本祥子，花田幸太郎，岐部俊郎，久米健一，嶋 香織，西村正宏，中村典史 

配分額：総額：1950 千円（直接経費：1500 千円，間接経費：450 千円） 

17．若手研究(B) （2015～2018 年度） 

課題番号：15K20469 

研究課題名：外側性骨造成術を用いたアパタイトコートヒアルロン酸による骨補填材の開

発 

研究代表者：田中謙光 

配分額：総額：1950 千円（直接経費：1500 千円，間接経費：450 千円） 

 

（科学研究費以外） 
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1．共同研究 

研究課題名：植物由来成分の新規有効性の探索  

研究代表者：西村正宏 

配分額：総額：450 千円 

2．共同研究 

研究課題名：ミニブタ膝軟骨再生細胞治療製品の応用開発のための基礎研究 

研究代表者：西村正宏 

配分額：総額：5,000 千円 

3．共同研究 

研究課題名：伊予柑果皮抽出物による抗菌活性の研究  

研究代表者：西村正宏 

配分額：総額：200 千円 

4．共同研究 

研究課題名：新規義歯洗浄剤の開発 

研究代表者：原田佳枝 

配分額：総額：1,080 千円 

 

【受賞】 

 

【特許】 


