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問合わせ先：本館 2 階 学事課（大学院）内線 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 6 36 36 36 3 回回回回 ・ 第・ 第・ 第・ 第 6 46 46 46 4 回回回回 大 学 院 研 究 科 発 表 会 プ ロ グ ラ大 学 院 研 究 科 発 表 会 プ ロ グ ラ大 学 院 研 究 科 発 表 会 プ ロ グ ラ大 学 院 研 究 科 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：第第第第63636363 回回回回    2015201520152015 年年年年 8888 月月月月27272727 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））））    
第第第第 66664444 回回回回        2012012012015555 年年年年8888 月月月月28282828 日日日日（（（（金金金金））））11117777 時時時時 33330000 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1111 名名名名））））    

    
第第第第 63636363 回回回回    2015201520152015 年年年年8888 月月月月27272727 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・発演題名・発演題名・発演題名・発表者表者表者表者    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：藤井藤井藤井藤井    教授教授教授教授    

「「「「Cytological Kinetics of Periodontal Ligament in an Experimental Cytological Kinetics of Periodontal Ligament in an Experimental Cytological Kinetics of Periodontal Ligament in an Experimental Cytological Kinetics of Periodontal Ligament in an Experimental 

Occlusal Trauma ModelOcclusal Trauma ModelOcclusal Trauma ModelOcclusal Trauma Model（実験的咬合性外傷による歯周組織の細胞動態）（実験的咬合性外傷による歯周組織の細胞動態）（実験的咬合性外傷による歯周組織の細胞動態）（実験的咬合性外傷による歯周組織の細胞動態）」」」」    

    
髙谷髙谷髙谷髙谷    達夫達夫達夫達夫    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    口腔健康分析学口腔健康分析学口腔健康分析学口腔健康分析学    

主査主査主査主査：：：：吉成吉成吉成吉成    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：平賀平賀平賀平賀    准准准准教授教授教授教授    

中村中村中村中村    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：山田山田山田山田    教教教教授授授授    

「「「「フックによる矯正用ワイヤーの固定機構についてフックによる矯正用ワイヤーの固定機構についてフックによる矯正用ワイヤーの固定機構についてフックによる矯正用ワイヤーの固定機構について」」」」    

    
藤田藤田藤田藤田    一隆一隆一隆一隆    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：：：：大須賀大須賀大須賀大須賀    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    

倉澤倉澤倉澤倉澤    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：山田山田山田山田    教授教授教授教授    

「「「「ビジュアルフィードバックを用いた口唇閉鎖力の随意的調節の特性ビジュアルフィードバックを用いた口唇閉鎖力の随意的調節の特性ビジュアルフィードバックを用いた口唇閉鎖力の随意的調節の特性ビジュアルフィードバックを用いた口唇閉鎖力の随意的調節の特性」」」」    

    
宮本宮本宮本宮本    剛至剛至剛至剛至    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：：：：音琴音琴音琴音琴    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：熊井熊井熊井熊井    准教授准教授准教授准教授    

蓜島蓜島蓜島蓜島    准准准准教授教授教授教授    

 

第第第第 64646464 回回回回        2015201520152015 年年年年8888 月月月月28282828 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：川上川上川上川上    教授教授教授教授    

「「「「Histological Evaluation of Periodontal Ligament in Response to Histological Evaluation of Periodontal Ligament in Response to Histological Evaluation of Periodontal Ligament in Response to Histological Evaluation of Periodontal Ligament in Response to 

Orthodontic Mechanical Stress in MiceOrthodontic Mechanical Stress in MiceOrthodontic Mechanical Stress in MiceOrthodontic Mechanical Stress in Mice（マウスにおける歯科矯正学的メカ（マウスにおける歯科矯正学的メカ（マウスにおける歯科矯正学的メカ（マウスにおける歯科矯正学的メカ

ニカルストレスによる歯周組織の反応の組織学的解析）ニカルストレスによる歯周組織の反応の組織学的解析）ニカルストレスによる歯周組織の反応の組織学的解析）ニカルストレスによる歯周組織の反応の組織学的解析）」」」」    

    
金子金子金子金子    圭子圭子圭子圭子    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    硬組織疾患病態解析学硬組織疾患病態解析学硬組織疾患病態解析学硬組織疾患病態解析学    

主査主査主査主査：：：：中村中村中村中村    教授教授教授教授    

副査：副査：副査：副査：川原川原川原川原    教授教授教授教授    

小林小林小林小林    教授教授教授教授    

 










