
　伊藤　弘人、土屋　欣之、早坂　純一
日本口腔外科学会認定専門医
 松本　浩一、星　健太郎、中山　竜司、上野　泰宏
 岡田　成生、山下　雅子、佐瀬美和子、伊東　大典
 大谷津幸生、田村　知子、山田　　学
日本口腔外科学会認定認定医
 佐竹　通子、田村　知子、大田原宏美、土肥　昭博
 杉浦　康史、手塚　里奈、佐瀬美和子、齋藤　宏美
 小川あゆみ、小山　　潤、相澤　恵美、薄井　　直
 仙名　智弘、仙名あかね、中野　崇文、西原　良治
　林　　宏栄
日本口腔科学会指導医、認定医 森　　良之
日本口腔科学会認定医
 田村　知子、早坂　純一、山川　道代
日本がん治療認定医機構
　がん治療認定医（歯科口腔外科）
 森　　良之、野口　忠秀、伊藤　弘人、土屋　欣之
 早坂　純一、佐瀬美和子、山田　　学　　　　　　
日本口腔腫瘍学会暫定指導医、口腔がん指導医、専門医
　 野口　忠秀
日本口腔腫瘍学会口腔がん専門医 早坂　純一
日本口腔診断学会指導医、認定医　　　　
 神部　芳則、大橋　一之、野口　忠秀、内藤　浩美
　山下　雅子、上野　泰宏
日本口腔診断学会認定医 仙名あかね
日本歯科放射線学会指導医、専門医 神部　芳則
日本歯科保存学会指導医、専門医 小佐野仁志
日本障害者歯科学会認定医
 上野　泰宏、池田　　薫、山川　道代
日本有病者歯科医療学会指導医、認定医　神部　芳則
日本有病者歯科医療学会認定医 林　　宏栄
日本小児口腔外科学会指導医、認定医　　
 大橋　一之、早坂　純一、上野　泰宏
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
 伊藤　弘人、上野　泰宏、山川　道代、内藤　浩美
日本化学療法学会抗菌化学療法認定歯科医師
 早坂　純一、佐竹　通子、大田原宏美、小笠原　徹
　山下　雅子
日本化学療法学会ICD認定医
 早坂　純一、小笠原　徹
日本矯正歯科学会指導医、認定医    
 笹栗　健一、三宅真次郎
日本矯正歯科学会専門医、認定医 宇津　照久
日本歯科人間ドック学会認定医 星　健太郎
日本アンチエイジング歯科学会認定メディカルアロマ

１．スタッフ（2019年４月１日現在）
科　　長（教　　授）森　　良之
副 科 長（学内教授）神部　芳則
外来医長（病院助教）岡田　成生
病棟医長（臨床助教）土肥　昭博
医　　員（学内講師兼）笹栗　健一
医　　員（学内教授兼）小佐野仁志
医　　員（学内准教授）野口　忠秀
医　　員（助 教 兼）田村　知子
医　　員（病院助教）土屋　欣之
医　　員（病院助教）早坂　純一
医　　員（病院助教）山下　雅子
医　　員（病院助教）作山　　葵
シニアレジデント　　20名
非常勤医師　　　　　40名

２．診療科の特徴
　患者は他の医療機関からの紹介患者を中心とし、口腔
癌を主とする悪性腫瘍、顎変形症、良性腫瘍、顎顔面領
域の外傷、炎症、先天異常、嚢胞、口腔粘膜疾患、顎関
節症、口腔インプラント治療などの外科的治療を中心に
行っている。特に、口腔癌の機能的顎再建手術、顎変形
症に対する外科的顎矯正治療、口腔粘膜疾患の治療、唇
顎口蓋裂の顎発育誘導・咬合改善を主体とし、摂食嚥下
機能の改善によるNSTへの貢献、緩和ケアでの口腔疾患
とケア、薬剤関連顎骨骨髄炎に注目して診療している。
また全身疾患を有する患者や障害者の歯科口腔外科処
置・ケアを行っている。他科で加療中の患者の全身疾患
と関連する口腔病変の治療に取り組むとともに、免疫不
全の状態にある患者や、心弁膜疾患（弁置換）患者、造
血幹細胞移植患者などの病巣感染の原因除去や口腔のケ
アを行っている。

認定施設
日本口腔外科学会指定研修機関、日本口腔科学会指定
研修機関、日本口腔診断学会認定研修機関、日本口腔
腫瘍学会口腔がん専門医制度指定認定研修施設、日本
有病者歯科医療学会認定研修施設、日本顎顔面インプ
ラント学会研修施設、日本がん治療認定医機構認定施
設、日本矯正歯科学会臨床研修機関、日本顎関節学会
認定研修機関、障害者歯科臨床研修施設

指導医・専門医
日本口腔外科学会認定指導医、専門医
 森　　良之、神部　芳則、小佐野仁志、野口　忠秀
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先天奇形  26例
顎変形症  23例
口腔粘膜疾患  １例
唾液腺疾患  ４例
埋伏歯・智歯  41例
う蝕・歯周病  10例
その他  14例 

３－２）手術術式別件数（240例）
悪性腫瘍切除術  63例
　　　　　　　　　　　　腫瘍切除：27例
　　　 再建併用（遊離組織移植術）：32例
　　　　　　　　　　　頸部郭清術：４例
嚢胞摘出術  38例
　（歯根嚢胞、顎骨嚢胞、術後性上顎嚢胞）
埋伏歯抜歯術  41例
顎裂部腸骨移植術  20例
う蝕治療  10例
良性腫瘍切除術  ７例
顎骨骨折観血的整復固定術  １例
抜釘   ８例
顎下腺摘出術  １例
上下顎骨切り術  18例
口蓋形成術  ５例
その他  28例

３－３）外来手術件数	 	 823例

４）化学療法症例数	 	 11症例

５）放射線療法症例数	 	 19症例

６）その他の療法（免疫療法・分子標的薬）
　　症例数	 	 ５症例

７）悪性腫瘍の治療成績
・Stage別　　　５年全生存率
　StageⅠ 91.47％
　StageⅡ 85.28%
　StageⅢ 73.31％
　StageⅣ 58.69%
　全対   77.53％

８）死亡症例・死因・剖検数・解剖率
　ａ．死因
　　　　腫瘍死　８人
　ｂ．剖検数・率　０（０％）

コーディネーター、認定医 星　健太郎
口腔顔面神経機能学会認定医 山崎　裕子
日本顎顔面インプラント学会指導医、専門医
 作山　　葵
日本口腔インプラント学会専門医 作山　　葵
日本顎関節学会暫定指導医 早坂　純一
日本顎関節学会指導医、認定医 櫻井　仁亨
日本顎関節学会専門医 星　健太郎
日本老年歯科医学会認定医 山川　道代
日本外傷歯学会認定医 田村　知子
日本抗加齢医学会専門医 小笠原　徹
日本再生医療学会認定再生医療認定医 小笠原　徹
日本成人矯正歯科学会指導医、専門医、認定医
 宇津　照久
日本舌側矯正歯科学会認定医 宇津　照久
日本顎顔面補綴学会認定医 隅田　由香、村瀬　　舞
日本顎咬合学会指導医、認定医 宇津　照久
日本補綴歯科学会指導医、認定医 隅田　由香
日本補綴歯科学会専門医 村瀬　　舞

３．診療実績・クリニカルインディケーター
１）新患患者数・再来患者数・紹介率
　　新患患者数 5,464人
　　再来患者数 34,640人
　　紹介率 61％

２）入院患者数：389例
入院患者数（病名別）

口腔外科疾患
良性腫瘍  22例
悪性腫瘍  130例
外傷   12例
炎症   62例
のう胞  35例
先天奇形  24例
顎変形症  24例
口腔粘膜疾患  ８例
唾液腺疾患  ４例
埋伏歯・智歯  41例
その他  ８例

その他の疾患
う蝕   18例
その他  １例

３－１）全身麻酔手術症例病名件数（240例）
良性腫瘍  ７例
悪性腫瘍  64例
外傷   ５例
炎症   ８例
のう胞  38例
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９）主な処置・検査
　口腔機能検査… VF検査、VE検査、咬合力検査（デン

タルプレスケール）
　口腔内超音波検査、PET検査
　外科的顎矯正装置…RED Zürichシステム
　インプラントのための特殊なCT画像処理…
　　SIM/PLANT

10）カンファランス
　病棟カンファランス　　月火木金 ７：45～８：15
　抄読会、医局会　　　　火７：30～８：30
　教授回診　　　　　　　水８：30～９：30
　症例検討会　　　　　　木18：00～20：00
　放射線カンファランス　木18：00～18：30（隔週）
　頭頚部Cancer Board　　月18：00～（第３週）

11）キャンサーボード
[口腔外科カンファランス]
（口腔外科、耳鼻科、放射線科、臨床腫瘍科）
【実績】１年間12回

１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
１回 １回 １回 １回 １回 １回
７月 ８月 ９月 10月 11月 12月
１回 １回 １回 １回 １回 １回

４．2019年の目標・事業計画等
１）専門外来の充実

 腫瘍・顎変形症・摂食嚥下・粘膜疾患・インプラン
ト・矯正・口唇口蓋裂・顎補綴

２）病診連携の充実
関連施設との診療連携の強化（低難易度手術の関連
病院への紹介、手術応援）

３）先進医療の拡充
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