
●小児歯科  Pediatric Dentistry 

1. 所属構成員等
教 授 内川喜盛
准 教 授 白瀬敏臣（科長）
講 師 梅津糸由子（医長）, 村松健司
助 教 新見嘉邦, 亀岡　亮, 山口みなみ, 巻　竜也, 鎌田弘明
非常勤歯科
医 師

西村　歩, 宮山友紀, 松本紗耶, 林　陽佳, 松尾恭子, 柳澤綾子, 出口　崇, 杉澤
香恵子

臨 床 教 授 小方清和, 上原正美, 倉治七重
臨床准教授 楊　秀慶, 山崎てるみ
臨 床 講 師 大出リエ子, 萩原栄和, 鈴木淳子, 三井園子, 三宅真帆, 黒田暁洋, 松崎祐樹

2. 研究テーマ
1) 乳前歯ならびに永久前歯の外傷に関する研究  Dental traumatology for primary

and permanent incisors．
2) 小児の口腔機能の発達と歯科的支援  Development of oral function in children

and dental support.
3) 小児の唾液中フッ化物がミュータンス連鎖球菌に及ぼす影響  Influence of

fluoride in saliva on mutans streptococci in children.
4) 唾液中における低濃度フッ化物イオンの動態について  Changes in the salivary

fluoride concentration after adding low-concentrated fluoride.
5) 頭蓋顎顔面の先天奇形症候群における特徴とその対応について  Feature and

management of patients with craniofacial anomalies.
6) 障害児における歯科治療時の対応法に対する保護者の認識  Desire of caretakers

of disabled individuals for behavior management techniques.
7) 摂食嚥下機能障害児・者に対して用いた可撤式装置の有効性  Effect of removal

type appliance for dysphagia.
8) 被虐待小児の臨床調査  Clinical studies of abused children．
9) 抗てんかん薬の歯肉増殖に対する影響  The effect of antiepileptic drags on

gingival overgrowth．

3. 今年度の研究上の特筆すべき事項
受賞

記載事項なし

特許
記載事項なし

その他
1) 林　陽佳: 日本小児歯科学会，小児歯科専門医取得
2) 松本紗耶: 日本小児歯科学会，小児歯科専門医取得
3) 亀岡　亮: 日本障害者歯科学会，障害者歯科認定医取得
4) 宮山友紀: 日本障害者歯科学会，障害者歯科認定医取得
5) 鎌田弘明: 日本障害者歯科学会，障害者歯科認定医取得
6) 松本紗耶: 日本障害者歯科学会，障害者歯科認定医取得
7) 杉澤香恵子: 日本障害者歯科学会，障害者歯科認定医取得

4. 学位取得者
記載事項なし

5. 主催学会等
記載事項なし

6. 国際交流状況
記載事項なし



7. 外部・学内研究費
記載事項なし

8. 研究業績
A. 著書

1. 内川喜盛 (分担執筆・編集) : 障害児の歯科治療, 887-889, 水口　雅，市橋
光，崎山　弘，伊藤秀一（総編集）, 今日の小児治療指針, 17, 医学書院, 東京,
2020, ISBN 978-4-260-03946-8.

B. 原著
記載事項なし

C. 総説・解説
1) 内川喜盛: 小児期のう蝕予防を成功に導く基礎と臨床.甲北信越矯正歯科学会雑誌,

2020; 28(1): 27-32.
2) 内川喜盛: 特集　新しい健診－乳幼児から思春期まで　健診時に注意すべき歯科疾

患.小児内科, 2021; 53(3): 405-408.
3) 田村文誉, 白瀬敏臣: 課題山積のわが国の乳幼児健診　乳幼児の口腔機能の発達と

歯の衛生.日本医師会雑誌, 2020; 149(4): 701-705.

D. 報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要
1) 梅津糸由子, 宮山友紀: 開業医のためのマタニティ歯科外来入門－マイナス１歳か

らの口腔ケア　8．歯科でできる哺乳・離乳支援，乳幼児の食育について.日本歯科
評論, 2021; 81(2): 160-161.

2) 梅津糸由子, 宮山友紀: 開業医のためのマタニティ歯科外来入門－マイナス１歳か
らの口腔ケア　9．乳児期からの口腔機能育成.日本歯科評論, 2021; 81(3): 162-
163.

E. 翻訳
特記事項なし

F. 学術大会発表
1) 齊藤香恵子，波多野宏美，山崎てるみ，出口　崇，中村光希，白瀬敏臣，内川喜

盛. 1歳児の保護者のフッ化物製剤の使用状況と形状に関する意識調査.  小児歯科
学雑誌 , 2020; 58(2): 261.
https://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=du8shoni/202
0/0058s2/202&name=0261-0261j&UserID=150.99.190.34&base=jamas_pdf
2021年5月17日入手.

2) 松尾恭子，白瀬敏臣，黒田暁洋，上原正美，西村　歩，梅津糸由子. 外傷により脱
離した永久3切歯を生理的固定と咬合挙上で対応した1例. 小児歯科学雑誌, 2020;
58(2): 162.
https://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=du8shoni/202
0/0058s2/103&name=0162-0162j&UserID=150.99.190.34&base=jamas_pdf
2021年5月17日入手.

3) 柳澤綾子，内川喜盛，荻原栄和，宮山友紀，松本紗耶，松尾恭子. 当附属病院にお
ける小児期エプーリスの臨床病理学的検討. 小児歯科学雑誌, 2020; 58(2): 167.
https://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=du8shoni/202
0/0058s2/108&name=0167-0167j&UserID=150.99.190.34&base=jamas_pdf
2021年5月17日入手.

4) 楊　秀慶，萩原　岳，出口　崇，巻　竜也，白瀬敏臣，内川喜盛，苅部洋行，小谷
航. 口唇閉鎖力と口腔形態の関係. 小児歯科学雑誌, 2020; 58(2): 98.
https://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=du8shoni/202
0/0058s2/041&name=0098-0098j&UserID=150.99.190.34&base=jamas_pdf
2021年5月17日入手.



5) 鎌田弘明， 亀岡　亮，白瀬敏臣，星山紘子，内川喜盛. 上顎第二大臼歯の咬合面
上に認められた過剰歯の2例. 小児歯科学雑誌, 2020; 58(2): 151.
https://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=du8shoni/202
0/0058s2/092&name=0151-0151j&UserID=150.99.190.34&base=jamas_pdf
2021年5月17日入手.

6) 出口　崇，波多野宏美，萩原　岳，三宅 真帆，三井園子，白瀬敏臣，内川喜盛．
岩田　洋. 過剰歯抜去後に同部位に新たな過剰歯が発生した2例. 小児歯科学雑誌,
2020; 58(2): 156.
https://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=du8shoni/202
0/0058s2/097&name=0156-0156j&UserID=150.99.190.34&base=jamas_pdf
2021年5月17日入手.

7) 船山ひろみ，齊藤桂子，森川和政，内川喜盛，仲野和彦，飯沼光生，清水武彦，島
田幸恵，下村[黒木]淳子，馬場篤子，朝田芳信. 歯科医師国家試験における小児歯
科学分野の出題基準に関するアンケート調査. 小児歯科学雑誌, 2020; 58(2):
264.
https://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=du8shoni/202
0/0058s2/205&name=0264-0264j&UserID=150.99.190.34&base=jamas_pdf
2021年5月17日入手.

8) 中村咲帆，亀岡　亮，内川喜盛，松崎祐樹. 出生後長期気管挿管が原因と考えられ
た上顎乳前歯形成不全の1例. 小児歯科学雑誌, 2020; 58(2): 166.
https://mol.medicalonline.jp/library/journal/download?GoodsID=du8shoni/202
0/0058s2/107&name=0166-0166j&UserID=150.99.190.34&base=jamas_pdf
2021年5月17日入手.

9) 鎌田弘明，金子　治，小林　顕，佐野裕士，三澤壮太郎，町田貴敏，大谷　良，
佐々木　淳，巻　竜也，白瀬敏臣，内川喜盛. 当歯科衛生センターにおける他医療
機関への紹介患者の動態. 障害者歯科, 2020; 41（3）: 193.

10) 横田祐司，猪俣英理，上田　豊，石橋利幸，船田淳子，毛利　徹，前田　亮，鈴木
淳子，市川敬一，古庄研策，梅津糸由子，新見嘉邦，遠藤眞美，野本たかと，湊
耕一. 某口腔保健センターにおける摂食外来開設5年の実態調査. 障害者歯科,
2020; 41(3): 248.

G. 講演
1) 特別講演・シンポジウム等での講演
記載事項なし

2) 講演会・研究会・研修会等での講演
記載事項なし

H. その他の出版物
記載事項なし


