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重篤な顎関節疾患に対し永年研究継続してきた臨床病理学的論拠を元に、 

顎関節鏡視下手術、ｱﾙｽﾛｾﾝﾃｰｼｽ、顎関節形成手術などの外科的治療を 

多数症例施行し良好な成績を上げてきた。 

 

１． Improvement of TMD in case of Wilkes IV and V Using Arthroscopic Surgery; 

Seoul National University, Department of Maxillofacial Surgery, 

November, Seoul Korea 2014. 

 

２． Development of super-selective TMJ Arthroscopic Surgery; 

Temporomandibular Joint Disorder TMJ Bioengineering Conference. 

September. Pittsburgh, PA USA 2012. 

 

３． シンポジウム；「非復位性顎関節円板前方転位症例に対する 

外科的治療術後の顎関節運動療法についての検討」 

第 17 回日本顎関節学会 学術大会 新潟 2004 年 7 月 

 

４． シンポジウム；「顎関節症は今、、、治療の最前線」 

第 47 回 日本口腔外科学会 総会 札幌 2002 年 10 月 

 

英語論文 
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tenascin-C knockout mice.  
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Kiga N, Tojyo I, Matsumoto T, Hiraishi Y, Shinohara Y, Makino S, Fujita S. Eur 

J Histochem. 2011;55(2):e11.  
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Fujita S, Iizuka T, Yoshida H, Segami N. 

Int J Oral Maxillofac Surg. 1997 Aug;26(4) 

 

16. Synovial chondromatosis of the temporomandibular joint with 
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tenascin in synovial membranes from human temporomandibular joints with 

internal derangement. 

Yoshida H, Yoshida T, Iizuka T, Sakakura T, Fujita S. 
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日本語論文 

                                              

1. ラットの顎関節関節円板におけるルミカンとファイブロモジュリンの発現 

Author：木賀 紀文(和歌山県立医科大学 歯科口腔外科学講座), 東條 格, 松

本 隆司, 平石 幸裕, 藤田 茂之 

Source：日本顎関節学会雑誌(0915-3004)20 巻 3 号 Page245-248(2008.12) 

 

2．顎関節部の悪性リンパ腫の一例治療経験と文献的考察(Lymphoma of the 

Temporomandibular Joint: A Case Report and Review of Literature)(英語) 

Author：近藤 定彦(橋本市民病院 歯科口腔外科), 玉城 廣保, 藤田 茂之 

Source：日本口腔診断学会雑誌(0914-9694)20 巻 1 号 Page210-213(2007.03) 



 

3．ヒト顎関節摘出標本における COX1 ならびに COX2 の免疫組織化学的局在に

ついて 

Author：吉田 博昭(福井県立病院 歯科口腔外科), 福村 吉昭, 藤田 茂之, 西
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11.ヒト顎関節摘出標本における CD44 の分布についての免疫組織化学的研究 

Author：吉田 博昭(京都大学 医 口腔外科), 藤田 茂之, 飯塚 忠彦 
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顎関節関節円板について 

Author：滝川 俊也(京都大学 口腔外科), 藤田 茂之, 小山 道男, 他 

Source：日本口腔外科学会雑誌(0021-5163)38 巻 6 号 Page863-871(1992.06) 

 

13.顎関節症に対する塩酸エペリゾン(ミオナール)の臨床使用成績について 

Author：松木 優典(京都大学 口腔外科), 村上 賢一郎, 藤田 茂之, 他 

Source：日本口腔科学会雑誌(0029-0297)35 巻 3 号 Page904-911(1986.07) 

 

 

学会発表・抄録 

1.顎関節滑膜軟骨腫症の滑膜に特異的に発現する遺伝子群の同定 

Author：東條 格(和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座), 中西 隆, 岡

本 健二朗, 平石 幸裕, 藤田 茂之 

Source：日本顎関節学会雑誌(0915-3004)31 巻 Suppl. Page135(2019.07) 

 

2. 当科における顎関節鏡視下手術術後の統計的考察 

Author：上田 眞道(和歌山県立医科大学 歯科口腔外科), 藤田 茂之, 東條 

格, 木賀 紀文, 根来 健二, 平石 幸裕, 新谷 ゆかり, 森 恵一, 岡本 健二朗 

Source：和歌山医学(0043-0013)66 巻 4 号 Page142(2015.12) 

 

3. 当院における顎関節症患者の臨床統計的検討 

Author：森 恵一(和歌山県立医科大学 歯科口腔外科学講座), 根来 健二, 新

谷 ゆかり, 溝端 直樹, 伊藤 将吾, 高山 三郎, 森 さゆ里, 藤田 茂之 

Source：日本口腔科学会雑誌(0029-0297)64 巻 3 号 Page290-291(2015.09) 



 

4.顎関節症新外来患者の臨床統計学的検討 

Author：溝端 直樹(和歌山県立医科大学 歯科口腔外科), 東條 格, 木賀 紀

文, 山田 真沙偉, 岡本 健二朗, 伊藤 将吾, 高山 三郎, 藤田 茂之 

Source：和歌山医学(0043-0013)65 巻 4 号 Page144(2014.12) 

 

5. テネイシン C ノックアウトマウスにおける顎関節線維性癒着の減少 

Author：篠原 裕志(和歌山県立医科大学 歯科口腔外科), 東條 格, 木賀 紀

文, 郷 与志彦, 岡本 健二朗, 槇野 秀一, 山田 真沙偉, 藤田 茂之 

Source：和歌山医学(0043-0013)65 巻 4 号 Page143-144(2014.12) 

 

6. 顎関節症滑膜線維芽様細胞における DHEA の効果 

Author：岡本 健二朗(和歌山県立医科大学 歯科口腔外科),東條 格, 郷 与志

彦, 木賀 紀文, 篠原 裕志, 山田 真沙偉, 藤田 茂之 

Source：和歌山医学(0043-0013)65 巻 4 号 Page143(2014.12) 

 

7.顎関節部滑膜細胞における DHEA の lumican、fibromodulin に対する効果 

Author：岡本 健二朗(和歌山県立医科大学 口腔顎顔面外科学講座), 木賀 紀

文, 篠原 裕志, 山田 真沙偉, 郷 与志彦, 東條 格, 藤田 茂之 

Source：日本顎関節学会雑誌(0915-3004)26 巻 Suppl. Page108(2014.07) 

 

8. 顎関節症滑膜線維芽様細胞における DHEA の効果 

Author：岡本 健二朗(和歌山県立医科大学 歯科口腔外科), 東條 格, 郷 与志

彦, 木賀 紀文, 篠原 裕志, 山田 真沙偉, 藤田 茂之 

Source：和歌山医学(0043-0013)64 巻 4 号 Page144(2013.12) 

 

9. 筋突起切除術により開口障害の改善がみられた筋突起過長症の 2例 

Author：木賀 紀文(和歌山県立医科大学 顎顔面外科学講座), 東條 格, 篠原 

裕志, 岡本 健二郎, 藤田 茂之 

Source：日本顎関節学会雑誌(0915-3004)25 巻 Suppl. Page112(2013.07) 

 

11.テネイシン C ノックアウトマウスにおける顎関節線維性癒着の減少 

Author：篠原 裕志(和歌山県立医科大学 顎顔面外科学講座), 岡本 健二郎, 

郷 与志彦, 木賀 紀文, 東條 格, 藤田 茂之 

Source：日本結合組織学会学術大会・マトリックス研究会大会合同学術集会プ

ログラム・抄録集 45 回・60 回 Page95(2013.06) 



 

12. テネイシン Cノックアウトマウスにおける過開口運動後の組織学的変化 

Author：篠原 裕志(和歌山県立医科大学 歯科口腔外科), 東條 格, 木賀 紀

文, 松本 隆司, 郷 与志彦, 岡本 健二朗, 藤田 茂之 

Source：和歌山医学(0043-0013)63 巻 4 号 Page179-180(2012.12) 

 

13. マウス下顎頭過剰運動による顎関節癒着モデルにおける SLRP の発現 

Author：篠原 裕志(和歌山県立医科大学 歯科口腔外科), 東條 格, 郷 与志

彦, 岡本 健二朗, 藤田 茂之 

Source：和歌山医学(0043-0013)62 巻 4 号 Page148(2011.12) 

 

14. 陳旧性顎関節脱臼に対して開放授動術を施行した 2例 

Author：薮田 達雄(和歌山県立医科大学 顎顔面外科学講座), 山田 真沙偉, 

佐多 孝文, 青木 礼央, 和田 健, 藤田 茂之 

Source：和歌山医学(0043-0013)62 巻 4 号 Page148(2011.12) 

 

15. stuck disk を伴った顎関節症の 2例 

Author：郷 与志彦(和歌山県立医科大学 歯科口腔外科), 東條 格, 山田 真沙

偉, 新谷 ゆかり, 藤田 茂之 

Source：和歌山医学(0043-0013)62 巻 4 号 Page148(2011.12) 

 

16. ヒト顎関節円板細胞の IL-1beta 刺激によるルミカンとファイブロモジュ
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Author：木賀 紀文(国立病院機構南和歌山医療センター 歯科口腔外科), 谷本 

幸司, 西野 耕治, 東條 格, 松本 隆司, 篠原 裕志, 藤田 茂之 
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田中 章夫, 木賀 紀文, 松本 隆司, 和田 健, 藤田 茂之 
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Author：木賀 紀文(和歌山県立医科大学 歯科口腔外科学講座), 東條 格, 松

本 隆司, 藤田 茂之 

Source：和歌山医学(0043-0013)61 巻 4 号 Page127(2010.12) 
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Author：松本 隆司(和歌山県立医科大学 歯科口腔外科学講座), 東條 格, 木
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