
GGrraadduuaattee  SScchhooooll  RReesseeaarrcchh  MMeeeettiinngg  PPrreesseennttaattiioonn  
  

  
  

問合わせ先：本館 2 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 5 55 55 55 5 回 大 学 院 研 究 科 発 表 会回 大 学 院 研 究 科 発 表 会回 大 学 院 研 究 科 発 表 会回 大 学 院 研 究 科 発 表 会 プ ロ グ ラプ ロ グ ラプ ロ グ ラプ ロ グ ラ ムムムム    

 
大学院学生等大学院学生等大学院学生等大学院学生等がががが、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの研究成果研究成果研究成果研究成果をををを発表発表発表発表しますしますしますします。。。。    

どなたでもどなたでもどなたでもどなたでも聴講聴講聴講聴講できますのでできますのでできますのでできますので、、、、多数多数多数多数のののの参加参加参加参加をおをおをおをお待待待待ちしておりますちしておりますちしておりますちしております（（（（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    所所所所：：：：実習館実習館実習館実習館2222 階階階階    総合歯科医学研究所総合歯科医学研究所総合歯科医学研究所総合歯科医学研究所セミナーセミナーセミナーセミナー室室室室    
日日日日    時時時時：：：：①①①①    2013201320132013 年年年年 11111111 月月月月 27272727 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4444 名名名名））））    
日日日日    時時時時：：：：②②②②    2012012012013333 年年年年 11111111 月月月月 28282828 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    2013201320132013 年年年年11111111 月月月月29292929 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（（（（研究科発表研究科発表研究科発表研究科発表 2222 名名名名））））    
    
①①①①     2013201320132013 年年年年 11111111 月月月月 27272727 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.    発表区分発表区分発表区分発表区分・・・・予定時間予定時間予定時間予定時間    演題名演題名演題名演題名・・・・発表者発表者発表者発表者    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：：：：山田山田山田山田    教授教授教授教授    

「「「「口唇口唇口唇口唇トレーニングトレーニングトレーニングトレーニングのののの多方位口唇閉鎖力多方位口唇閉鎖力多方位口唇閉鎖力多方位口唇閉鎖力にににに対対対対するするするする影響影響影響影響        

－－－－健常成人健常成人健常成人健常成人およびおよびおよびおよび健常高齢者健常高齢者健常高齢者健常高齢者をををを対象対象対象対象としてとしてとしてとして－－－－」」」」    

    
楓楓楓楓    公士朗公士朗公士朗公士朗    4444年年年年    硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座    臨床病態評価学臨床病態評価学臨床病態評価学臨床病態評価学    

主査主査主査主査：：：：浅沼浅沼浅沼浅沼    教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：鷹股鷹股鷹股鷹股    教授教授教授教授    

正村正村正村正村    講師講師講師講師    

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：：：：山田山田山田山田    教授教授教授教授    

「「「「咬合高径咬合高径咬合高径咬合高径をををを実験的実験的実験的実験的にににに低下低下低下低下させたさせたさせたさせた場合場合場合場合のののの咬合高径咬合高径咬合高径咬合高径とととと咀嚼運動咀嚼運動咀嚼運動咀嚼運動のののの変化変化変化変化」」」」    

    
的的的的場場場場    寛寛寛寛    4444年年年年    硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座    臨床病態評価学臨床病態評価学臨床病態評価学臨床病態評価学    

主査主査主査主査：：：：倉澤倉澤倉澤倉澤    教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：岡藤岡藤岡藤岡藤    教授教授教授教授    

藤井藤井藤井藤井    教授教授教授教授    

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：：：：小笠原小笠原小笠原小笠原    教授教授教授教授    

「「「「高機能広汎性発達障害者高機能広汎性発達障害者高機能広汎性発達障害者高機能広汎性発達障害者におけるにおけるにおけるにおける歯科治療歯科治療歯科治療歯科治療ののののレディネスレディネスレディネスレディネス」」」」    

    
横田横田横田横田    誠誠誠誠    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    口腔健康政策学口腔健康政策学口腔健康政策学口腔健康政策学    

主査主査主査主査：：：：音琴音琴音琴音琴    教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：澁谷澁谷澁谷澁谷    教授教授教授教授    

富田富田富田富田    准准准准教授教授教授教授    

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：：：：宇田川宇田川宇田川宇田川    教授教授教授教授    

「「「「ヒトヒトヒトヒト破骨細胞破骨細胞破骨細胞破骨細胞のののの分化分化分化分化にににに対対対対するするするする骨形成骨形成骨形成骨形成ペプチドペプチドペプチドペプチドＷＷＷＷ９９９９のののの抑制作用抑制作用抑制作用抑制作用」」」」    

    
米田米田米田米田    紘一紘一紘一紘一    4444年年年年    硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座    硬組織機硬組織機硬組織機硬組織機能解析学能解析学能解析学能解析学    

主査主査主査主査：：：：佐原佐原佐原佐原    教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：岡藤岡藤岡藤岡藤    教授教授教授教授    

中野中野中野中野    准教授准教授准教授准教授    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GGrraadduuaattee  SScchhooooll  RReesseeaarrcchh  MMeeeettiinngg  PPrreesseennttaattiioonn  
  

  
  

問合わせ先：本館 2 階 学事課（大学院）内線 2216・2217 

 
②②②②     2013201320132013 年年年年 11111111 月月月月 28282828 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.    発表区分発表区分発表区分発表区分・・・・予定時間予定時間予定時間予定時間    演題名演題名演題名演題名・・・・発表者発表者発表者発表者    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：：：：田口田口田口田口    教授教授教授教授    

「「「「健常若年成人健常若年成人健常若年成人健常若年成人のののの頚部頚部頚部頚部リンパリンパリンパリンパ節節節節のののの性状性状性状性状とととと年齢年齢年齢年齢、、、、性差性差性差性差およびおよびおよびおよび体格体格体格体格とのとのとのとの関係関係関係関係」」」」    

    
長内長内長内長内    秀秀秀秀    4444年年年年    硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座    臨床病態評価学臨床病態評価学臨床病態評価学臨床病態評価学    

主査主査主査主査：：：：篠原篠原篠原篠原    教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：牧牧牧牧    教授教授教授教授    

金銅金銅金銅金銅    教授教授教授教授    

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：：：：田口田口田口田口    教授教授教授教授    

「「「「 Association of cortical shape of the mandible on panoramic Association of cortical shape of the mandible on panoramic Association of cortical shape of the mandible on panoramic Association of cortical shape of the mandible on panoramic 

radiographs with mandibular trabecular bone structure in Japanese radiographs with mandibular trabecular bone structure in Japanese radiographs with mandibular trabecular bone structure in Japanese radiographs with mandibular trabecular bone structure in Japanese 

adults: a coneadults: a coneadults: a coneadults: a cone----beam CT image analysis(beam CT image analysis(beam CT image analysis(beam CT image analysis(日本人成人日本人成人日本人成人日本人成人におけるにおけるにおけるにおけるパノラマパノラマパノラマパノラマXXXX線線線線

写真上写真上写真上写真上のののの下顎皮質骨下顎皮質骨下顎皮質骨下顎皮質骨とととと海綿骨構造海綿骨構造海綿骨構造海綿骨構造とのとのとのとの関係関係関係関係：：：：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 画像画像画像画像によるによるによるによる解解解解

析析析析))))」」」」    

    
望月望月望月望月    慎恭慎恭慎恭慎恭    4444年年年年    硬組織疾患制御再建硬組織疾患制御再建硬組織疾患制御再建硬組織疾患制御再建学講座学講座学講座学講座    臨床病態評価学臨床病態評価学臨床病態評価学臨床病態評価学    

主査主査主査主査：：：：各務各務各務各務    教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：高橋高橋高橋高橋    教授教授教授教授    

篠原篠原篠原篠原    教授教授教授教授    

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：：：：永澤永澤永澤永澤    准准准准教授教授教授教授    

「「「「インプラントインプラントインプラントインプラント材材材材としてのとしてのとしてのとしてのTiTiTiTi----6Al6Al6Al6Al----4V4V4V4V 合金合金合金合金のののの変態温度変態温度変態温度変態温度とととと機械的性質機械的性質機械的性質機械的性質のののの関係関係関係関係」」」」    

    
土井土井土井土井    和弘和弘和弘和弘    4444年年年年    硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座硬組織疾患制御再建学講座    生体材料学生体材料学生体材料学生体材料学    

主査主査主査主査：：：：倉澤倉澤倉澤倉澤    教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：高橋高橋高橋高橋    教授教授教授教授    

熊井熊井熊井熊井    准准准准教授教授教授教授    

 
③③③③     2013201320132013 年年年年 11111111 月月月月 29292929 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.    発表区分発表区分発表区分発表区分・・・・予定時間予定時間予定時間予定時間    演題名演題名演題名演題名・・・・発表者発表者発表者発表者    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：：：：金銅金銅金銅金銅    教授教授教授教授    

「「「「三叉神経系三叉神経系三叉神経系三叉神経系におけるにおけるにおけるにおける神経障害性疼痛神経障害性疼痛神経障害性疼痛神経障害性疼痛のののの基礎研究基礎研究基礎研究基礎研究    

    －－－－神経損傷部位神経損傷部位神経損傷部位神経損傷部位とととと三叉神経節細胞三叉神経節細胞三叉神経節細胞三叉神経節細胞とのとのとのとの関係関係関係関係－－－－」」」」    

    
石田石田石田石田    麻依子麻依子麻依子麻依子    4444年年年年        顎口腔機能制御学講座顎口腔機能制御学講座顎口腔機能制御学講座顎口腔機能制御学講座    生体調節制御学生体調節制御学生体調節制御学生体調節制御学    

主査主査主査主査：：：：川上川上川上川上    教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：増田増田増田増田    教授教授教授教授    

倉澤倉澤倉澤倉澤    教授教授教授教授    

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：：：：富田富田富田富田    准准准准教授教授教授教授    

「「「「音楽音楽音楽音楽がががが疼痛閾値疼痛閾値疼痛閾値疼痛閾値にににに与与与与えるえるえるえる影響影響影響影響」」」」    

    
武井武井武井武井    賢郎賢郎賢郎賢郎    4444年年年年    顎口腔機能制御学講座顎口腔機能制御学講座顎口腔機能制御学講座顎口腔機能制御学講座    生体調節制御学生体調節制御学生体調節制御学生体調節制御学    

主査主査主査主査：：：：増田増田増田増田    教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：澁谷澁谷澁谷澁谷    教授教授教授教授    

中山中山中山中山    講師講師講師講師    

 


