
2015 年業績 

【原著】 

NO.1 三上拓朗, 生井友農, 山縣憲司, 柳川 徹, 武川寛樹: 当科における入院加療を要した急

性歯性感染症の臨床的検討. 茨城県歯科医学会誌 23: 37-38, 2015 

 

NO.2 兼子ゆり, 長谷川正午, 大和地正信, 内田文彦, 寺邊健人, 飯泉成一郎, 伊藤佳子, 米

本芽衣, 山縣憲司, 柳川 徹, 武川寛樹: Domestic Violence による顎顔面外傷症例. 茨城県歯

科医学会誌 23: 39-40, 2015 

 

NO.3 大津雄人, 長谷川正午, 菅野直美, 内田文彦, 生井友農, 武内保敏, 若月俊典, 柳川 

徹, 武川寛樹: 上顎正中過剰歯に対して鼻腔側からのアプローチを行った 3 例. 茨城県歯科医

学会誌 23: 25-26, 2015 

 

NO.4 渡邉洋平, 井上香織, 毛利 環, 大木宏介, 萩原敏之, 山縣憲司, 柳川 徹, 章 渡, 齊藤 

力: 矯正歯科診療所(茨城県南地域)における顎変形症患者に対する外科的矯正治療と臨床統計

とその治療概要. 茨城県歯科医学会誌 23: 20-21, 2015 

 

NO.5 金子真也, 柳川 徹, 毛利 環, 菅野直美, 馬場 脩, 長井宏樹, 大和地正信, 伊藤寛之, 

長谷川正午, 山縣憲司, 鬼澤浩司郎, 武川寛樹: Hemifacial microsomia の 1 例. 茨城県歯科

医学会誌 23: 23-24, 2015 

 

NO.6 高岡昇平, 山縣憲司, 若松進治, 肥田千香子, 内田文彦, 菅野直美, 広畠広実, 後藤卓

也, 長谷川正午, 柳川 徹, 武川寛樹: 唇顎口蓋裂患者の上顎裂成長に対し骨延長術を施行した

1 例. 茨城県歯科医学会誌 23: 22-23, 2015 

 

 

【著書】 

NO.1 Yamagata K, Ito H, Uchida F, Kanno N, Yamatoji M, Hasegawa S, Yanagawa T, Onizawa 

K, Bukawa H: A clinical study of metachronous multiple cancers within the oral cavity; 

in "Oral Science in Japan 2014 (1st edition)", Hitotsubashi shuppan (Tokyo) 2015; pp41-

42 

 

NO.2 武川寛樹:【歯科医学教育白書 2014 年版(2012~2014 年)】医学における歯科医学医学教育

における歯科医学教育; "日本歯科医学教育学会雑誌別冊 ( 第 18 章)” (編集日本歯科医学教

育学会白書作成委員会), 口腔保健協会 (東京) 2015; pp179-180 

 



【和文総説】 

NO.1 武川寛樹: 4 つのキーワードから考える"口腔科"医の未来像医療者としての歯科医師の

あり方を再考する（第一稿）"口腔科"の歩み なぜ、医学と歯科は離れつつあるのか?補綴臨床

48 (1): 48-51, 2015 

 

NO.2 柳川 徹: 4 つのキーワードから考える"口腔科"医の未来像医療者としての歯科医師のあ

り方を再考する (第二稿)教育医科と歯科、その教育の違い(第一項) 偏差値教育の実情. 補綴

臨床 48 (1): 52-55, 2015 

 

NO.3 中澤一弘,長谷川正午,吉本 尚,柳川 徹:歯科医院のための内科学講座 全身管理・全身疾 

患を見据えた補綴治療のススメ(第 2 回) 「周術期口腔機能管理の患者が紹介されて来

た ......。口腔ケアでは何をやったらいいの?」. 補綴臨床 48 (3): 270-281, 2015  

 

NO.4 吉本 尚，山縣憲司，大澤 亮，柳川 徹：歯科医院のための内科学講座 全身管理・全身疾患

を見据えた補綴治療のススメ(第 3 回) 「BP 製剤を飲んでいる患者が来た...。どうしたらい

いの?」. 補綴臨床 48 (4): 400-413, 2015 

 

NO.5 柳川 徹, 鈴木英雄：開業歯科医のための全身医学 UPDATE(第 1 回) 循環器疾患(心疾

患). 歯界展望 126 (1): 146-153, 2015 

 

NO.6 柳川 徹, 鈴木英雄：開業歯科医のための全身医学 UPDATE(第 2 回) 糖尿病. 歯界展望 

126 (2): 366-371, 2015 

 

NO.7 吉本 尚，大澤さやか，菅野直美，柳川 徹：歯科医院のための内科学講座 全身管理・全

身疾患を見据えた補綴治療のススメ(第 4 回) 「むむむ、今度はアスピリン......」. 補綴臨床 

48 (5): 496-505, 2015 

 

NO.8 柳川 徹, 鈴木英雄, 菅野直美：開業歯科医のための全身医学 UPDATE(第 3 回) 肺炎(誤

嚥性肺炎)などの呼吸器疾患. 歯界展望 126 (3): 552-559, 2015 

 

NO.9 鈴木英雄, 長谷川正午, 柳川 徹: 開業歯科医のための全身医学 UPDATE(第 4 回) 脳神

経疾患(脳血管障害、認知症など). 歯界展望 126 (4): 798-805, 2015 

 

NO.10 鈴木英雄, 山縣憲司, 柳川 徹: 開業歯科医のための全身医学 UPDATE(第 5 回) 消化器

疾患成人に多い胃炎など. 歯界展望 126 (5): 1052-1057, 2015  

 



NO.11 柳川 徹：外傷歯における生体のストレスと p62 の機能 p62 とストレス応答・オートフ

ァジーの観点から. 日本外傷歯学会雑誌 11 (1): 1-8, 2015 

 

NO.12 鈴木英雄, 柳川 徹：開業歯科医のための全身医学 UPDATE(第 6 回)(最終回) 消化器疾

患肝炎を中心に. 歯界展望 126 (6): 1268-1274, 2015  

 

NO．13 高橋聡子，吉本 尚，柳川 徹：歯科医院のための内科学講座 全身管理・全身疾患を見

据えた補綴治療のススメ(第 6 回) 「糖尿病の患者さんが来た。HbA1c って......」. 補綴臨

床 49 (1): 48-59, 2016 

 

NO.14 武川寛樹：全身疾患から攻める!成人患者さんへの歯周病予防のコツ(第 5 回)(最終回) 

最新の知見から攻める! 歯周病と肝疾患はどう関係するの? デンタルハイジーン 36 (3): 306-

308, 2016 

 

NO.15 酒井 俊，長谷川正午，柳川 徹：歯科医院のための内科学講座 全身管理・全身疾患を見

据えた補綴治療のススメ(第 7 回)「え~、患者さんが透析中......。抜歯してもいいのかなぁ?」. 

補綴臨床 49 (2): 152-166, 2016 

 

 


