
スタッフ紹介 

 

 

教授 河野 憲司  歯科医師，歯学博士 

 

出身 大分県大分市 

 

経歴 1979年 大分上野丘高校 卒業 

   1985年 九州大学歯学部 卒業 

   1989年 九州大学大学院歯学研究科博士課程 

単位取得の上退学  

   1989年 九州大学歯学部口腔病理学講座 助手 

   1991年～現在 大分大学医学部歯科口腔外科学講座 

   1996年～97年 米国カリフォルニア大学サンフランシス   

コ校留学 Tumor Biology Laboratory (Prof Randall 

H Kramer), Department of Stomatology, Faculty of 

Dentistry  

  

資格 日本口腔外科学会専門医・指導医 

   日本口腔科学会認定医・指導医 

日本口腔内科学会認定医・指導医 

   日本がん治療認定医機構がん治療認定医(歯科口腔外科) 

   日本口腔腫瘍学会暫定口腔がん指導医 

日本口蓋裂学会認定師（口腔外科分野） 

   国際口腔顎顔面外科認定医（Fellow of IBCSOMS） 

   歯科医師臨床研修指導歯科医・同プログラム責任者 

   病理解剖資格 

 

専門 口腔癌および口腔前癌病変 

   口唇口蓋裂 

   口腔粘膜疾患 

   歯原性腫瘍 

   顎変形症 

 

主な研究テーマ 

   口腔癌の臨床病理学（特にリンパ節転移のリスク因子) 

   口腔粘膜上皮の発癌機序 

   癌細胞の細胞生物学的研究（特に癌細胞の接着、運動） 

 



社会活動 大分県における口腔がん検診の普及 

     ネパールにおける口腔がん調査 

     ミャンマーとベトナムでの口唇口蓋裂手術援助活動 

 

  

 

助教 河野 辰行  歯科医師，博士(医学) 

  

出身 大分県大分市 

 

略歴 2006年 広島大学歯学部歯学科 卒業 

   2006年 大分大学医学部附属病院  歯科臨床研修医 

   2008年 大分大学医学部歯科口腔外科 医員 

   2011年～現在   同        助教 

   2015年 米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校留

学 Head and Neck Cancer Center (Dr Steven 

Wong), Mt Zion Hospital 

 

資格 日本口腔外科学会専門医 

   日本がん治療認定医機構がん治療認定医(歯科口腔外科) 

   日本口腔科学会認定医 

歯科医師臨床研修指導歯科医・同プログラム責任者 

 

専門  口腔癌 

顎顔面外傷 

顎骨壊死 

 

主な研究テーマ 口腔がんのリンパ節転移の画像診断 

 

  

 

助教 阿部 史佳  歯科医師 

 

出身 大分県 

 

経歴 2008年 徳島大学歯学部 卒業 

   2008年 大分大学医学部附属病院  歯科臨床研修医 

   2010年 大分大学医学部歯科口腔外科 医員 

   2013年～現在   同        助教 

   2017年 米国カリフォルニア大学サンフランシスコ校留 



学 Oral Medicine Clinic, UC Medical Center 

              UCSF Preceptorship Program in Oral Medicine 

       (UCSF口腔内科指導者プログラム）修了 

 

資格 日本口腔外科学会専門医 

日本口腔内科学会専門医 

   日本口腔科学会認定医 

歯科医師臨床研修指導歯科医 

 

専門 口腔粘膜疾患  

   口腔潜在的悪性疾患と早期口腔癌 

   口唇口蓋裂 

 

主な研究テーマ  

口腔潜在的悪性疾患に関する臨床病理学的研究 

   口腔異型上皮の早期検出に関する研究 

性差と口腔癌に関する研究 

口腔潜在的悪性疾患の疫学 

 

  

 

助教 池田 麻美  歯科医師 

 

出身 大分県 

 

略歴 2001年 大分舞鶴高校 卒業 

   2008年 九州大学歯学部 卒業 

   2008年 大分大学医学部附属病院  歯科臨床研修医 

   2010年 大分大学医学部歯科口腔外科 医員 

   2018年～現在   同        助教                          

 

資格 日本口腔外科学会認定医 

 

専門 口唇口蓋裂 

 

主な研究テーマ 口唇口蓋裂の周術期管理ならびに外科手術 

 

  



 

助教 野口香緒里  歯科医師，博士（医学） 

 

出身 大分県 

 

略歴 2010年 九州歯科大学歯学部 卒業 

2016年 大分大学医学部医学研究科博士課程修了  

2016年 大分大学医学部歯科口腔外科 医員 

2019年 国東市民病院歯科口腔外科  医員 

2020年 大分大学医学部歯科口腔外科 医員 

2021年～現在      同               助教 

 

資格 日本口腔外科学会認定医 

 

専門 口腔粘膜疾患 

口腔癌  

 

主な研究テーマ 口腔腫瘍全般 

新規薬剤と口腔関連の副作用について 

 

  

 

 

助教 内田 佳奈  歯科医師 

 

出身 大分県別府市 

 

略歴 2012年 福岡歯科大学歯学部 卒業 

   2012年 大分大学医学部附属病院  歯科臨床研修医 

   2014年 大分大学医学部歯科口腔外科 医員 

   2016年 国東市民病院歯科口腔外科  医員   

   2019年 大分大学医学部歯科口腔外科 特任助教 

      2021年〜現在   同        助教 

 

資格 日本口腔外科学会認定医 

 

専門  口腔粘膜疾患 

   顎変形症 

口唇口蓋裂 

 

主な研究テーマ 口腔顎顔面の先天性疾患とその治療 



  

 

特任助教 篠田茉央  歯科医師 

 

出身 大分県大分市 

 

略歴 2018年 東京歯科大学歯学部 卒業 

   2018年 大分大学医学部附属病院  歯科臨床研修医 

   2020年 大分大学医学部歯科口腔外科 医員 

   2021年～現在 大分大学医学部歯科口腔外科 特任助教 

 

専門  顎顔面補綴 

   歯科インプラント治療 

    

主な研究テーマ 顎顔面領域の再建法 

 

 

医 員      真辺 昌之   歯科医師 

若松 りな     歯科医師 

 

医 員（非常勤） 河野 祥子   歯科医師  

日本矯正歯科学会認定医 

 

大学院生     鎌手 美栄     歯科医師（兼 非常勤医員） 

      

歯科臨床研修医  山下 美華     歯科医師 

歯科衛生士    大鋸 優香 

          山崎 靖子 

歯科技工士    大塚 栄蔵 

事務補佐員    今井 史穂  

 

 言語聴覚士（非常勤） 



 

 

 中嶋 将人 

  大分こども療育センター所属 

 

 

武生 脩司 

  大分こども療育センター所属 

 

関連病院        

 

 

 大分県立病院歯科口腔外科 部長   

小野 敬一郎  歯科医師 

日本口腔外科学会専門医 

 

 

 

 

 国東市民病院歯科口腔外科 部長 

 平野 公彦   歯科医師 

日本口腔外科学会専門医 



 

 

 

 別府医療センター歯科口腔外科 部長 

川村 和弘  歯科医師 

       博士（医学） 

日本口腔外科学会認定医 

 

 

 

 中津市民病院歯科口腔外科 

高橋 喜浩 歯科医師 

博士（医学） 

日本口腔外科学会専門医・指導医 

       がん治療認定医機構がん治療認定医（歯科口腔外科） 

歯科医師臨床研修指導歯科医 

 

 

 

 

 姫島村国民健康保険診療所歯科 部長 

渡邊 啓次朗  歯科医師 

博士（医学） 

日本口腔外科学会認定医 

 

 

 


