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難治性慢性下顎骨骨髄炎の 1 症例, 第 57 回日本口

腔科学会北日本地方部会・第 45 回日本口腔外科学

会北日本支部学術集会, 弘前市, 2019 年 5月 18-19

日. 

２５）新垣元基, 勝見祐二, 小山貴寛, 永田昌毅, 星名

秀行, 髙村真貴, 林 孝文, 丸山 智, 田沼順一, 

髙木律男: PET-CT 検査における口腔癌の頸部リン

パ節転移の診断精度に関する検討, 第 73 回 NPO 法

人日本口腔科学会学術集会, 川越市, 2019 年 4 月

19-20日. 

２６）笠原 映, 勝見祐二, 大貫尚志, 永田昌毅, 山崎 

学, 西山秀昌, 田沼順一, 林 孝文, 髙木律男: 口

蓋に発生した唾液腺導管癌の 1 例, 第 73 回 NPO 法

人日本口腔科学会学術集会, 川越市, 2019 年 4 月

19-20日. 

 

 

歯科麻酔学分野 

【著 書】 

1）瀬尾 憲司 【処置・検査のための安全な鎮痛・鎮静管理】

《各診療科の処置・検査の鎮痛・鎮静管理》 歯科・口腔

外科の処置 Modern Physician (0913-7963)39 巻 9 号 

Page853-855 

 

【論 文】 

1）Kishimoto N, Saida L, Takino H, Seo K. Tele-monitoring 

and tele-sedation for systemic management during dental 

treatment. Journal of Dental Sciences. 2019 In Press 

Kishimoto N, Yoshikawa H, Seo K. Potentiation of 

rocuronium bromide by lithium carbonate: A case report. 

Anesthesia Progress. 2019 In Press 

2）弦巻 立：「顎変形症治療を行う上で注意すべき全

身疾患と麻酔管理」～顎変形症治療の基本-診断・手

術・麻酔管理について～. 日本顎変形症学会雑

誌,2019年 29巻 4号 P311-314, 2019. 

3）大塚(須田)有紀子,照光真, 瀬尾憲司：拡散強調画像

のクラスタ解析による下歯槽神経の成分分画, 新潟歯

学会雑誌, 49(1):13-18, 2019. 

 

【研究費】 

1）瀬尾憲司：日本学術振興会科学研究費補助金 基盤研

究（Ｂ）, 2019～2022年度， 課題番号 19Ｈ03850, 

研究代表者 瀬尾憲司， 脱分化脂肪細胞由来の細胞抽

出物による末梢神経損傷の新たな治療法開発 

2）瀬尾憲司：一般財団法人 永井エヌ・エス知覚科学振

興財団知識普及・啓発活動助成 

3）岸本 直隆：科学研究費 基盤研究（C）, 令和元年

度～令和 3年度， 課題番号  19K10261, 研究代表者 

岸本直隆，新しい顔面神経麻痺治療への脱分化脂肪細

胞由来 cell extract の応用 

4）岸本 直隆：科学研究費 国際共同研究加速基金(国

際共同研究強化(A)), 令和元年度， 課題番

号  19KK0416, 研究代表者 岸本直隆，脱分化脂肪細

胞由来 cell extract の末梢神経再生メカニズムの解

明 

5）岸本 直隆：一般財団法人 西山デンタルアカデミー: 

NDA歯科医療研究助成制度，令和元年度，研究代表者 

岸本直隆，歯科治療時の全身的偶発症対応シミュレー

ションコースの開発と長期的な教育効果に関する研究 

6）田中 裕：科学研究費 基盤研究（C）， 平成 29年度

～31年度， 課題番号 17K11902， 研究代表者 田中 

裕， 病的情動変容が惹起する口腔顔面領域心因性疼痛

の行動生理学的解明 

7）倉田行伸：基盤研究(C)，平成 28 年度〜31 年度，課

題番号 16K11745，研究代表者 倉田行伸，下歯槽神

経の神経障害性疼痛における神経虚血の関与‐MRA と

NIRSでの血流検索‐． 

8）佐藤由美子：科学研究費 基盤研究 C，平成 28 年度 

～ 平成 31年度，課題番号 16K11746，研究代表者 佐

藤由美子, 口の痛みと意欲低下の関連 ― 動物実験系

の確立とエピジェネティクス修飾の可能性 ― 

9）金丸博子：科学研究費 若手研究（B）平成 28年度〜

平成 31 年度，課題番号 15K20509，研究代表者 金丸

博子，血管内皮増殖因子は末梢神経損傷後の神経再生

に関与するか 

10）大塚有紀子：科学研究費 若手研究 平成 30年度～

平成 32 年度，課題番号 18K17165，研究代表者 須田

有紀子，拡散強調画像分画成分抽出による三叉神経障

害性疼痛の新たな評価法の開発 

 

【招待講演・シンポジウム】 

1) 瀬尾憲司：三叉神経損傷後の神経再生に関わる因子：

都医学研セミナー（2019 年 9月 30日、東京） 

2）瀬尾憲司：日本歯科麻酔学会教育講演、「歯科治療に

よる下歯槽神経・舌神経損傷の診断とその治療に関す

るガイドライン」の概要、（10月 26日、岡山市） 

3） 瀬尾憲司：由利本荘歯科医師会 救急蘇生講習会 

「歯科医院での心停止は院外心停止」（11月 16 日、秋

田由利本荘市） 

4）瀬尾憲司：シンポジウム・唇と舌の痺れや痛みに対す

る最新治療とその展望、三叉神経損傷の外科的治療と

その予後（12月 8日、東京都） 
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5）岸本 直隆：第 47回日本歯科麻酔学会総会・学術集

会 委員会企画シンポジウム，歯科麻酔における遠隔

医療の可能性（2019年 10月 26日，岡山市） 

6）岸本 直隆：第 47回日本歯科麻酔学会総会・学術集

会 委員会企画ハンズオンセミナー「登録医・認定歯

科衛生士向けのトレーニングコース」（2019年 10月

27日，岡山市） 

7）弦巻 立：日本顎変形症学会第 15回教育研修会 

「顎変形症治療を行う上で注意すべき全身疾患と麻酔

管理」（2019年 6月 7日，千代田区）. 

 

【学会発表】 

1）Kishimoto N, Yamazaki M, Tanuma J, Tran SD, Seo K. 

IARS 2019 Annual Meeting. Effectiveness of Cell Extract 

from mouse adipose-derived stem cells and dedifferentiated 

fat cells for peripheral nerve regeneration. （2019 年 5 月

20 日，Montreal, Canada） 

2）山崎麻衣子, 弦巻立, 山田友里恵, 瀬尾憲司: オト

ガイ神経損傷後の三叉神経節における BDNF産生につ

いて, 令和元年度新潟歯学会第 1回例会, 2019年 7

月 13日, 新潟市, 2019. 

3）岸本 直隆，齊田 瑠加，瀧野 裕行，荒木 泰博，玉

内 雅偉，西村 信弘，竹内 仁史，瀬尾 憲司第 49

回日本口腔インプラント学会学術大会 インプラント

治療時の全身管理における遠隔モニタリングを利用し

た診療支援の可能性（2019年 9月 22日，福岡市） 

4）佐藤由美子, 瀬尾憲司, 丸山由美子, 澁澤幸子, 生

駒美穂：デノスマブ使用中に発症した顎骨壊死に対し

保存的治療を行うことで化学療法中断を回避できた 1

症例, 第 24 回日本緩和医療学会学術大会, 横浜市, 

2019年 6月 21 日～6月 22日 

5）佐藤由美子, 田中 裕, 岸本直隆, 瀬尾憲司：大動脈

弁狭窄と冠動脈 3 枝病変を合併した下顎骨悪性腫瘍

切除術患者に対し大動脈内バルーンパンピングを併用

した全身麻酔の 1 症例, 第 47 回日本歯科麻酔学会総

会・学術大会, 岡山市, 2019 年 10月 25日～10月 27

日, 岡山市, 抄録集 P209, 2019. 

6）田中 裕, 弦巻 立, 倉田行伸, 佐藤由美子, 小玉

由記, 大塚有紀子, 西田洋平, 今井 有蔵, 小山 祐

平, 氏田倫章, 岸本 直隆, 瀬尾憲司, 金丸博子：新

潟大学医歯学総合病院における院内歯科救急体制の現

況と分析−第２報 過去 7年３ヶ月における検討−, 第

47回日本歯科麻酔学会総会・学術大会, 2019年 10月

25日～10月 27日, 岡山市, 抄録集 P245, 2019. 

7）岸本 直隆，吉川 博之，田中 裕, 弦巻 立, 倉田行

伸, 佐藤由美子, 小山 祐平, 今井 有蔵, 氏田倫章, 

西田洋平, 瀬尾 憲司：炭酸リチウムによるロクロニ

ウムの作用増強が認められた 1 症例, 第 47回日本歯

科麻酔学会総会・学術集会, 2019年 10月 27日，岡

山市, 抄録集 P249, 2019. 

8）田中 裕, 村松芳幸, 村松公美子, 真島一郎, 藤村

健夫, 清水夏恵, 清野 洋, 吉嶺文俊, 片桐敦子, 櫻

井浩治, 瀬尾憲司：口腔顔面痛患者に対する心身医学

的検証, 第 2回日本心身医学関連学会合同集会, 2019

年 11月 15日〜17日, 大阪, 抄録集 P239, 2019. 

9）中野 久，弦巻 立，倉田行伸，豊里 晃，久須美麻

世：麻酔下歯科治療の実態調査．第 36 回日本障害者歯

科学会，岐阜市，2019年 11月 22日‐11月 24日，日

本障害者歯科学会雑誌，40(3)，323，2019． 

10）平原三貴子，岩瀬陽子，村上智哉，黒沢美絵，野上

有紀子，近藤淳子，倉田行伸，弦巻 立，瀬尾憲司，

早崎治明：全身麻酔下歯科治療前後の口腔衛生指導に

よってセルフケア意識の向上を認めた ADHD 患者の 1

症例．第 36 回日本障害者歯科学会，岐阜市，2019 年

11 月 22 日‐11 月 24 日，日本障害者歯科学会雑誌，

40(3)，349，2019． 

11）曽我麻里恵, 勝良剛詞, 黒川 亮, 佐久間英伸, 佐

藤由美子, 中井恵美, 田中恵子, 高木律男, 林 孝

文：高圧酸素療法併用の保存療法が著効した下顎骨放

射線性骨髄炎・骨壊死の 1症例,日本がん口腔支持療

法学会第 5回学術大会, 東京都中央区,  2019年 11

月 30日～12月 1日 

12）中井恵美, 勝良剛詞, 曽我 麻里恵, 佐久間英伸, 

田中恵子, 黒川 亮, 佐藤由美子, 髙木律男：抜歯後

出血にて同種造血幹細胞移植の周術期口腔衛生管理に

苦慮した骨髄線維症の一症例, 日本がん口腔支持療法

学会第 5回学術大会, 東京都中央区, 2019 年 11月 30

日～12月 1日 

13）今井有蔵，岸本直隆，山﨑学，小山祐平，氏田倫

章，田沼順一，瀬尾憲司：脂肪組織由来幹細胞、脱分

化脂肪細胞に由来する cell extract の末梢神経再生

における有用性，第 19回日本再生医療学会総会，

2020年 3月 12-14日，横浜市，第 19回日本再生医療

学会総会抄録：249，2020． 

 

【研究会発表】 

1）大塚有紀子：髄腔内バクロフェン療法中患者に対す

る歯科治療の全身麻酔経験, 第 84回新潟口腔外科麻

酔科集談会, 2019 年 5月 23日, 新潟市, 2019. 

2）小山 祐平：糖尿病性腎不全による血液透析患者の 

長時間手術の全身麻酔経験, 第 85回新潟口腔外科麻

酔科集談会, 2019 年 11 月 14 日, 新潟市, 2019. 

 

【社会貢献、教育活動、など】 

1）瀬尾憲司, 他：新潟大学歯学部口腔外科歯科麻酔科同

門会 2018年度幹事 
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2）瀬尾憲司, 岸本 直隆, 田中 裕, 弦巻 立, 小玉由

記, 西田洋平, 今井有蔵, 小山祐平, 氏田倫章：令和

元年度徳真会主催救急蘇生講習会, 2019年 7月 27日, 

新潟市. 

3）瀬尾憲司, 岸本直隆, 田中 裕, 弦巻 立, 倉田行伸, 

大塚有紀子, 西田洋平：2019 年度新潟県歯科医師会主

催 救急蘇生実技講習会, 2019 年 9月 2日, 新潟市. 

4）瀬尾憲司：新潟リハビリテーション大学講義（学外講

義），「医療安全学」，2019年 10 月～12月 

5）瀬尾憲司、佐藤由美子：令和元年度新潟大学歯学部海

外医療支援事業(ミャンマー)，2019年 12月 16日～22

日． 

6）瀬尾憲司, 田中 裕, 倉田行伸：新潟大学医歯学総合

病院歯科麻酔科・手術部主催 日本医学シミュレーシ

ョン学会主催 SED実践セミナー準拠 mini SEDセミナ

ー, 2020年 3月 16日, 2020. 

7）岸本 直隆：OSCE WS1 タスクフォース参加, 2019

年 11月 9日～10日, 北海道医療大学歯学部 

8）岸本 直隆：OSCE WS1 タスクフォース参加, 2019

年 11月 30日～12月 1日, 日本大学松戸歯学部 

9）田中 裕：新潟リハビリテーション大学大学院講義（学

外講義），「リスク管理学」，2019年 6 月～7月. 

10）田中 裕：東北大学歯学部 OSCE 外部評価医者, 2019

年 7月 19-20日, 仙台市. 

11）弦巻 立：佐渡看護専門学校講義（学外講義）,

「麻酔学」「薬理学」2018年 5-12月. 

12）弦巻 立：国際メディカル専門学校講義（学外講

義）,「薬理学」「臨床薬理学」2018年 4月⁻11月. 

13）弦巻 立：OSCE WS1 参加, 2019 年 11月 9日～

10日, 北海道医療大学歯学部 

14）佐藤由美子：周術期における感染管理 歯科の立場

から, 衛生士勉強会（学内講義）, 新潟市, 2019 年 9

月 6 日 

15）佐藤由美子：がんの治療と口腔管理, 緩和ケアチー

ムセミナー（学内講義）, 新潟市, 2019 年 11月 1

日 

16）佐藤由美子：平成 30 年度 第 1 回 新潟大学医歯

学総合病院緩和ケア研修会 ファシリテーター, 新潟

市, 2019 年 7月 6日 

 

【学会賞受賞, 資格取得, その他】 

1）岸本直隆：日本災害医学会 MCLS provider 取得, 

2019年 7月 28 日,新潟市.（登録番号 19117Ｓ15） 

2）田中 裕：日本災害医学会 MCLS provider 取得, 2019

年 7月 28日,新潟市.（登録番号 19117Ｓ13） 

3）倉田行伸：日本災害医学会 MCLS provider 取得, 

2019年 7月 28 日, 新潟市.（登録番号 19117Ｓ14）. 

4）倉田行伸：日本歯科麻酔学会認定医更新，2019年 8月

30日． 

5）金丸博子：ACLS provider 更新 2019年 10月 12-13

日 

6）金丸博子 新潟大学医歯学総合研究科 履修証明プ

ログラム 災害医療コーディネーターコース 2017

年 10月〜2020年 3月 修了 

7）佐藤由美子：AHA ACLS（2015）provider 取得, 東京

都, 2019年 9月 28日～29日 

8）小山祐平： AHA BLS (2015) provider 更新 2019

年 7月 20日 

9）岸本直隆, 小玉由記 ,西田洋平, 小山祐平 :精密触

覚機能検査研修協議会主催 

第 3 回精密触覚機能検査研修会修了 ,2019 年 7 月 7 

日, 東京. 

10）大塚有紀子：令和元年度新潟市民病院がん診療に携

わる医療者に対する緩和ケア研修会修了, 2019年 10

月 6 日, 新潟市. 

 

 

高度口腔機能教育研究センター・歯学教育開発室 

【著 書】 

１) 前田健康：最新歯科衛生士教本用語集（一般社団法

人全国歯科衛生士教育協議会監修），医歯薬出版，東

京，2019 年． 

２) 前田健康：歯科衛生士になるためのオリエンテーシ

ョン 2018（一般社団法人全国歯科衛生士教育協議会

監修，5-6頁，医歯薬出版，東京，2019年． 

３) 前田健康，山田友里恵：第１章 歯科再生医学のた

めの顎顔面発生生物学・組織学 神経組織．歯科再

生医学（村上伸也ほか編），72-86 頁，医歯薬出版，

東京，2019年． 

４) 井上佳世子：最新歯科衛生士教本用語集 一般社団

法人全国歯科衛生士教育協議会監修，医歯薬出版，

東京，2019年． 

５) 井上佳世子：I 編 人体の構造と機能 １章 解剖

学．歯科衛生士 書き込み式学習ノート①専門基礎

科目編 第２版，4-42 頁，医歯薬出版，東京，2019

年． 

 

【論 文】 

１) Trakanant S, Nihara J, Kawasaki M, Meguro F, Yamada A, 

Kawasaki K, Maeda T, Ohazama A: Molecular 

mechanisms in palatal rugae development. J. Oral Biosci., 

2020 in press.  

２) Kantaputra P, Pruksachatkunakorn C, Intachai W, 

Ohazama A, Carlson Br, Kawasaki K, Chuamanochan, M: 

Clouston syndrome with pili canaliculi, pili torti, 


