
GGrraadduuaattee  SScchhooooll  RReesseeaarrcchh  MMeeeettiinngg  PPrreesseennttaattiioonn  
  

  
  

問合わせ先：実習館 1 階 学事課（大学院）内線 2216・2217 

----大学院歯学独立研究科大学院歯学独立研究科大学院歯学独立研究科大学院歯学独立研究科----    

第第第第 50505050 回大学院研究科発表会・第回大学院研究科発表会・第回大学院研究科発表会・第回大学院研究科発表会・第 55559999 回中間発表会プログラ回中間発表会プログラ回中間発表会プログラ回中間発表会プログラムムムム    

 
大学院学生等が、これまでの研究成果を発表します。大学院学生等が、これまでの研究成果を発表します。大学院学生等が、これまでの研究成果を発表します。大学院学生等が、これまでの研究成果を発表します。    

どなたでも聴講できますので、多数の参加をお待ちしておりますどなたでも聴講できますので、多数の参加をお待ちしておりますどなたでも聴講できますので、多数の参加をお待ちしておりますどなたでも聴講できますので、多数の参加をお待ちしております（聴講申込不要）（聴講申込不要）（聴講申込不要）（聴講申込不要）    

    

    
場場場場    所：実習館所：実習館所：実習館所：実習館2222 階階階階    総合歯科医学研究所セミナー室総合歯科医学研究所セミナー室総合歯科医学研究所セミナー室総合歯科医学研究所セミナー室    

日日日日    時：時：時：時：①①①①    2012201220122012 年年年年 11111111 月月月月 28282828 日日日日（（（（水水水水））））11117777 時時時時30303030 分分分分    開会（開会（開会（開会（研究科発表研究科発表研究科発表研究科発表5555 名名名名））））    
日日日日    時：時：時：時：②②②②    2012012012012222 年年年年 11111111 月月月月 29292929 日日日日（（（（木木木木））））11117777 時時時時30303030 分分分分    開会開会開会開会（研究科発表（研究科発表（研究科発表（研究科発表3333 名名名名））））    

③③③③    2012201220122012 年年年年11111111 月月月月30303030 日日日日（金（金（金（金））））17171717 時時時時30303030 分分分分    開会（研究科発表開会（研究科発表開会（研究科発表開会（研究科発表 1111 名名名名、、、、中間発表中間発表中間発表中間発表3333 名）名）名）名）    
    
①①①①     2012201220122012 年年年年 11111111 月月月月 28282828 日日日日（（（（水水水水））））11117777 時時時時30303030 分分分分    開会開会開会開会    
NNNNo.o.o.o.    発表区分・予定時間発表区分・予定時間発表区分・予定時間発表区分・予定時間    演題名・発表者演題名・発表者演題名・発表者演題名・発表者    審査委員審査委員審査委員審査委員    

    11117777：：：：30303030    開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶    高橋高橋高橋高橋研究科研究科研究科研究科長長長長        

1111    
[[[[研究科研究科研究科研究科発表発表発表発表］］］］    

11117777：：：：35353535～～～～11118888：：：：05050505    
司会：司会：司会：司会：牧牧牧牧茂茂茂茂    教授教授教授教授    

「「「「日本の歯科医師需給および歯科医療費に関する検討日本の歯科医師需給および歯科医療費に関する検討日本の歯科医師需給および歯科医療費に関する検討日本の歯科医師需給および歯科医療費に関する検討        

―マクロ的視点からの分析――マクロ的視点からの分析――マクロ的視点からの分析――マクロ的視点からの分析―」」」」    

    
山口山口山口山口    政志政志政志政志    4444年年年年    健康増進口腔科学講座健康増進口腔科学講座健康増進口腔科学講座健康増進口腔科学講座    医療経営政策医療経営政策医療経営政策医療経営政策学学学学    

主査主査主査主査：：：：吉成吉成吉成吉成伸夫伸夫伸夫伸夫    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：藤井藤井藤井藤井健男健男健男健男    教授教授教授教授    

八上八上八上八上公利公利公利公利    准教授准教授准教授准教授    

2222    
[[[[研究科研究科研究科研究科発表発表発表発表］］］］    

11118888：：：：00005555～～～～11118888：：：：33335555    
司会：司会：司会：司会：吉成吉成吉成吉成伸夫伸夫伸夫伸夫    教授教授教授教授    

「「「「歯根膜の歯根膜の歯根膜の歯根膜のMRIMRIMRIMRI 撮像による咬合性外撮像による咬合性外撮像による咬合性外撮像による咬合性外傷評価法の開発傷評価法の開発傷評価法の開発傷評価法の開発」」」」    

    
三木三木三木三木    学学学学    4444年年年年    健康増進口腔科学講座健康増進口腔科学講座健康増進口腔科学講座健康増進口腔科学講座    口腔健康分析口腔健康分析口腔健康分析口腔健康分析学学学学    

主査主査主査主査：：：：音琴音琴音琴音琴淳一淳一淳一淳一    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：篠原篠原篠原篠原淳淳淳淳    教授教授教授教授    

金銅金銅金銅金銅英二英二英二英二    准教授准教授准教授准教授    

3333    
[[[[研究科研究科研究科研究科発表発表発表発表］］］］    

11118888：：：：33335555～～～～11119999：：：：00005555    
司会：司会：司会：司会：岡藤岡藤岡藤岡藤範正範正範正範正    教授教授教授教授    

「「「「マウス歯科矯正学的牽引側歯根膜におけるマウス歯科矯正学的牽引側歯根膜におけるマウス歯科矯正学的牽引側歯根膜におけるマウス歯科矯正学的牽引側歯根膜における    Osterix Osterix Osterix Osterix の免疫組織化学的の免疫組織化学的の免疫組織化学的の免疫組織化学的    

発現発現発現発現            （（（（Immunohistochemical Expression of Osterix Appearing inImmunohistochemical Expression of Osterix Appearing inImmunohistochemical Expression of Osterix Appearing inImmunohistochemical Expression of Osterix Appearing in    

    the Mouse Orthodontic Periodontal Tension Sidesthe Mouse Orthodontic Periodontal Tension Sidesthe Mouse Orthodontic Periodontal Tension Sidesthe Mouse Orthodontic Periodontal Tension Sides））））」」」」    

    
原田原田原田原田    寿寿寿寿久久久久    大学院研究生大学院研究生大学院研究生大学院研究生    

主査主査主査主査：：：：高橋高橋高橋高橋直之直之直之直之    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：各務各務各務各務秀明秀明秀明秀明    教授教授教授教授    

佐原佐原佐原佐原紀行紀行紀行紀行    教授教授教授教授    

4444    
[[[[研究科研究科研究科研究科発表発表発表発表］］］］    

11119999：：：：00005555～～～～11119999：：：：33335555    
司会：司会：司会：司会：上松上松上松上松隆司隆司隆司隆司    講師講師講師講師    

「「「「唾液腺癌の抗癌剤耐性獲得機構唾液腺癌の抗癌剤耐性獲得機構唾液腺癌の抗癌剤耐性獲得機構唾液腺癌の抗癌剤耐性獲得機構」」」」    

    
丸川丸川丸川丸川    和也和也和也和也    4444年年年年    硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学講座講座講座講座    臨床病態評価臨床病態評価臨床病態評価臨床病態評価学学学学    

主査主査主査主査：：：：各務各務各務各務秀明秀明秀明秀明    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：平賀平賀平賀平賀徹徹徹徹    准教授准教授准教授准教授    

中野中野中野中野敬介敬介敬介敬介    准教授准教授准教授准教授    

5555    
[[[[研究科研究科研究科研究科発表発表発表発表］］］］    

11119999：：：：33335555～～～～20202020：：：：00005555    
司会：司会：司会：司会：上松上松上松上松隆司隆司隆司隆司    講師講師講師講師    

「「「「骨髄間葉系細胞に対する多血小板血漿の作用骨髄間葉系細胞に対する多血小板血漿の作用骨髄間葉系細胞に対する多血小板血漿の作用骨髄間葉系細胞に対する多血小板血漿の作用」」」」    

    
秋田秋田秋田秋田    大輔大輔大輔大輔    4444年年年年    硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学講座講座講座講座    臨床病態評価臨床病態評価臨床病態評価臨床病態評価学学学学    

主査主査主査主査：：：：中村中村中村中村浩彰浩彰浩彰浩彰    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：高橋高橋高橋高橋直之直之直之直之    教授教授教授教授    

吉成吉成吉成吉成伸夫伸夫伸夫伸夫    教授教授教授教授    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GGrraadduuaattee  SScchhooooll  RReesseeaarrcchh  MMeeeettiinngg  PPrreesseennttaattiioonn  
  

  
  

問合わせ先：実習館 1 階 学事課（大学院）内線 2216・2217 

 
 

②②②②     2012201220122012 年年年年 11111111 月月月月 29292929 日日日日（木（木（木（木））））17171717 時時時時30303030 分分分分    開会開会開会開会    
NNNNo.o.o.o.    発表区分・予定時間発表区分・予定時間発表区分・予定時間発表区分・予定時間    演題名・発表者演題名・発表者演題名・発表者演題名・発表者    審査委員審査委員審査委員審査委員    

    17171717：：：：30303030    開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶    高橋高橋高橋高橋研究科研究科研究科研究科長長長長        

1111    
[[[[研究科研究科研究科研究科発表発表発表発表］］］］    

11117777：：：：33335555～～～～18181818：：：：00005555    
司会：司会：司会：司会：各務各務各務各務秀明秀明秀明秀明    教授教授教授教授    

「「「「下顎埋伏智歯抜歯におけるエアロゾルの発生要因、下顎埋伏智歯抜歯におけるエアロゾルの発生要因、下顎埋伏智歯抜歯におけるエアロゾルの発生要因、下顎埋伏智歯抜歯におけるエアロゾルの発生要因、    

術者への飛沫暴露について術者への飛沫暴露について術者への飛沫暴露について術者への飛沫暴露について」」」」    

    
下地下地下地下地    茂弘茂弘茂弘茂弘    4444年年年年    硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学講座講座講座講座    硬組織発生･再生工硬組織発生･再生工硬組織発生･再生工硬組織発生･再生工学学学学    

主査主査主査主査：：：：山本山本山本山本昭夫昭夫昭夫昭夫    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：音琴音琴音琴音琴淳一淳一淳一淳一    教授教授教授教授    

岩崎岩崎岩崎岩崎浩浩浩浩    准教授准教授准教授准教授    

2222    
[[[[研究科研究科研究科研究科発表発表発表発表］］］］    

11118888：：：：00005555～～～～18181818：：：：33335555    
司会：司会：司会：司会：各務各務各務各務秀明秀明秀明秀明    教授教授教授教授    

「「「「口腔外科診療室内の汚染エアロゾルの飛散、拡散状況について口腔外科診療室内の汚染エアロゾルの飛散、拡散状況について口腔外科診療室内の汚染エアロゾルの飛散、拡散状況について口腔外科診療室内の汚染エアロゾルの飛散、拡散状況について」」」」    

    
伊藤伊藤伊藤伊藤    香那香那香那香那    4444年年年年    硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学講座講座講座講座    硬組織発生･再生工硬組織発生･再生工硬組織発生･再生工硬組織発生･再生工学学学学    

主査主査主査主査：：：：山本山本山本山本昭夫昭夫昭夫昭夫    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：音琴音琴音琴音琴淳一淳一淳一淳一    教授教授教授教授    

中野中野中野中野敬介敬介敬介敬介    准教授准教授准教授准教授    

3333    
[[[[研究科研究科研究科研究科発表発表発表発表］］］］    

11118888：：：：35353535～～～～11119999：：：：05050505    
司会：司会：司会：司会：小笠原小笠原小笠原小笠原正正正正    教授教授教授教授    

「「「「現在歯数と全死亡、がん、虚血性心疾患、脳血管疾患との関連現在歯数と全死亡、がん、虚血性心疾患、脳血管疾患との関連現在歯数と全死亡、がん、虚血性心疾患、脳血管疾患との関連現在歯数と全死亡、がん、虚血性心疾患、脳血管疾患との関連----    

歯科医師集団のコホート研究による検討歯科医師集団のコホート研究による検討歯科医師集団のコホート研究による検討歯科医師集団のコホート研究による検討」」」」    

    
小島小島小島小島    正彰正彰正彰正彰    単位修得退学単位修得退学単位修得退学単位修得退学    健康増進口腔科学講座健康増進口腔科学講座健康増進口腔科学講座健康増進口腔科学講座    口腔健康政策口腔健康政策口腔健康政策口腔健康政策学学学学    

主査主査主査主査：：：：牧牧牧牧茂茂茂茂    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：音琴音琴音琴音琴淳一淳一淳一淳一    教授教授教授教授    

吉成吉成吉成吉成伸伸伸伸夫夫夫夫    教授教授教授教授    

 

③③③③     2012201220122012 年年年年 11111111 月月月月 30303030 日日日日（金（金（金（金））））17171717 時時時時30303030 分分分分    開会開会開会開会    
NNNNo.o.o.o.    発表区分・予定時間発表区分・予定時間発表区分・予定時間発表区分・予定時間    演題名・発表者演題名・発表者演題名・発表者演題名・発表者    審査委員審査委員審査委員審査委員    

    17171717：：：：30303030    開会挨拶開会挨拶開会挨拶開会挨拶    高橋高橋高橋高橋研究科研究科研究科研究科長長長長        

1111    
[[[[研究科研究科研究科研究科発表発表発表発表］］］］    

11117777：：：：35353535～～～～11118888：：：：05050505    
司会：司会：司会：司会：山田山田山田山田一尋一尋一尋一尋    教授教授教授教授    

「「「「コーンビームコーンビームコーンビームコーンビームCTCTCTCT を用いた解剖学的下顎頭の顎運動多点解析を用いた解剖学的下顎頭の顎運動多点解析を用いた解剖学的下顎頭の顎運動多点解析を用いた解剖学的下顎頭の顎運動多点解析」」」」    

    
竹尾竹尾竹尾竹尾    健吾健吾健吾健吾    4444年年年年    硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学講座講座講座講座    臨床病態評価臨床病態評価臨床病態評価臨床病態評価学学学学    

主査主査主査主査：：：：富田美穂子富田美穂子富田美穂子富田美穂子    准教授准教授准教授准教授    

副査：副査：副査：副査：黒岩黒岩黒岩黒岩昭弘昭弘昭弘昭弘    教授教授教授教授    

熊井熊井熊井熊井敏文敏文敏文敏文    准教授准教授准教授准教授    

2222    
［中間発表］［中間発表］［中間発表］［中間発表］    

11118888：：：：00005555～～～～11118888：：：：33335555    
司会：司会：司会：司会：山田山田山田山田一尋一尋一尋一尋    教授教授教授教授    

「「「「口唇トレーニングによる口唇閉口唇トレーニングによる口唇閉口唇トレーニングによる口唇閉口唇トレーニングによる口唇閉鎖力増強効果における方向特異性鎖力増強効果における方向特異性鎖力増強効果における方向特異性鎖力増強効果における方向特異性」」」」    

    
楓楓楓楓    公士朗公士朗公士朗公士朗    3333年年年年    硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学講座講座講座講座    臨床病態評価臨床病態評価臨床病態評価臨床病態評価学学学学    

主査主査主査主査：：：：浅沼浅沼浅沼浅沼直和直和直和直和    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：鷹股鷹股鷹股鷹股哲也哲也哲也哲也    教授教授教授教授    

岩崎岩崎岩崎岩崎浩浩浩浩    准教授准教授准教授准教授    

3333    
［中間発表］［中間発表］［中間発表］［中間発表］    

11118888：：：：33335555～～～～11119999：：：：00005555    
司会：司会：司会：司会：山田山田山田山田一尋一尋一尋一尋    教授教授教授教授    

「「「「咬合高径低下後の咬合高径と顎運動の経時的変化咬合高径低下後の咬合高径と顎運動の経時的変化咬合高径低下後の咬合高径と顎運動の経時的変化咬合高径低下後の咬合高径と顎運動の経時的変化」」」」    

    
的場的場的場的場    寛寛寛寛    3333年年年年    硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学硬組織疾患制御再建学講座講座講座講座    臨床病態評価臨床病態評価臨床病態評価臨床病態評価学学学学    

主査主査主査主査：：：：倉澤郁文倉澤郁文倉澤郁文倉澤郁文    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：岡藤範正岡藤範正岡藤範正岡藤範正    教授教授教授教授    

藤井健男藤井健男藤井健男藤井健男    教授教授教授教授    

4444    
［中間発表］［中間発表］［中間発表］［中間発表］    

11119999：：：：00005555～～～～11119999：：：：33335555    
司会：司会：司会：司会：澁谷澁谷澁谷澁谷徹徹徹徹    教授教授教授教授    

「「「「局所麻酔薬の組織血流量への影響局所麻酔薬の組織血流量への影響局所麻酔薬の組織血流量への影響局所麻酔薬の組織血流量への影響」」」」    

    
大野大野大野大野    忠男忠男忠男忠男    3333年年年年    顎口腔機能制御学顎口腔機能制御学顎口腔機能制御学顎口腔機能制御学講座講座講座講座    生体調節制御生体調節制御生体調節制御生体調節制御学学学学    

主査主査主査主査：：：：篠原篠原篠原篠原淳淳淳淳    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：小笠原小笠原小笠原小笠原正正正正    教授教授教授教授    

服部服部服部服部敏己敏己敏己敏己    准教授准教授准教授准教授    

 


