
GGrraadduuaattee  SScchhooooll  RReesseeaarrcchh  MMeeeettiinngg  PPrreesseennttaattiioonn  
  

  
  

問合わせ先：実習館 1 階 学生課（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 45 45 45 4 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11110000 月月月月 22224444 日日日日（（（（水水水水））））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3333 名名名名））））    
日日日日    時時時時：：：：②②②②    2012012012012222 年年年年11110000 月月月月 22225555 日日日日（（（（金金金金））））11117777 時時時時30303030 分分分分    開会開会開会開会（（（（研究科研究科研究科研究科発表発表発表発表3333 名名名名））））    

    
①①①①    2013201320132013 年年年年11110000 月月月月22224444 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    
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    

    

[[[[研究科発表研究科発表研究科発表研究科発表］］］］    
11117777：：：：33335555～～～～18181818：：：：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    

    

「「「「三叉神経三叉神経三叉神経三叉神経におけるにおけるにおけるにおけるカプサイシンカプサイシンカプサイシンカプサイシン刺激時刺激時刺激時刺激時のののの遺伝子動態遺伝子動態遺伝子動態遺伝子動態－－－－非非非非コードコードコードコード領域領域領域領域

のののの役割役割役割役割－－－－」」」」    

    
大木大木大木大木絵美絵美絵美絵美    単位取得退学単位取得退学単位取得退学単位取得退学    

主査主査主査主査：：：：平賀准平賀准平賀准平賀准教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：浅沼浅沼浅沼浅沼教授教授教授教授    

落合講師落合講師落合講師落合講師    
    

    
 2 2 2 2    
    

[[[[研究科発表研究科発表研究科発表研究科発表］］］］    
11118888：：：：00005555～～～～11118888：：：：33335555    
司会司会司会司会：：：：川上川上川上川上教授教授教授教授    

    

「「「「Heat Shock Protein27 Expression and Cell Differentiation in Heat Shock Protein27 Expression and Cell Differentiation in Heat Shock Protein27 Expression and Cell Differentiation in Heat Shock Protein27 Expression and Cell Differentiation in 

AmeloblastomasAmeloblastomasAmeloblastomasAmeloblastomas（（（（エナメルエナメルエナメルエナメル上皮腫上皮腫上皮腫上皮腫におけるにおけるにおけるにおけるHeat Heat Heat Heat Shock Protein27Shock Protein27Shock Protein27Shock Protein27のののの    

発現発現発現発現とととと細胞分化細胞分化細胞分化細胞分化））））」」」」    

    
    藤田宗輝藤田宗輝藤田宗輝藤田宗輝    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：：：：牧牧牧牧教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：中村中村中村中村教授教授教授教授    

中山講師中山講師中山講師中山講師    
    

    
3333    

    

[[[[研究科発表研究科発表研究科発表研究科発表］］］］    
11118888：：：：35353535～～～～11119999：：：：05050505    
司会司会司会司会：：：：長谷川長谷川長谷川長谷川教授教授教授教授    

    

「「「「Subcutaneous Basic FGFSubcutaneous Basic FGFSubcutaneous Basic FGFSubcutaneous Basic FGF----injection Accelerates the Development of injection Accelerates the Development of injection Accelerates the Development of injection Accelerates the Development of 

Mandibular Condyle of Newborn Mice during Lactation Period ( bFGFMandibular Condyle of Newborn Mice during Lactation Period ( bFGFMandibular Condyle of Newborn Mice during Lactation Period ( bFGFMandibular Condyle of Newborn Mice during Lactation Period ( bFGF

のののの皮下注射皮下注射皮下注射皮下注射はははは授乳期授乳期授乳期授乳期におけるにおけるにおけるにおける新生児新生児新生児新生児マウスマウスマウスマウスのののの下顎頭下顎頭下顎頭下顎頭のののの発育発育発育発育をををを促進促進促進促進するするするする))))」」」」    

    

靑山靑山靑山靑山祐紀祐紀祐紀祐紀    論文博士論文博士論文博士論文博士    ユウユウユウユウ矯正歯科矯正歯科矯正歯科矯正歯科・・・・小児歯科小児歯科小児歯科小児歯科院長院長院長院長    

主査主査主査主査：：：：山田山田山田山田教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：平賀准平賀准平賀准平賀准教授教授教授教授    
            八上八上八上八上准教授准教授准教授准教授    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    



GGrraadduuaattee  SScchhooooll  RReesseeaarrcchh  MMeeeettiinngg  PPrreesseennttaattiioonn  
  

  
  

問合わせ先：実習館 1 階 学生課（大学院）内線 2216・2217 

    
②②②②    2013201320132013 年年年年10101010 月月月月25252525 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    

    

[[[[研究科発表研究科発表研究科発表研究科発表］］］］    
11117777：：：：33335555～～～～18181818：：：：05050505    
司会司会司会司会：：：：長谷川長谷川長谷川長谷川教授教授教授教授    

    

「「「「Role of ECF sigma factors in biofilm formatioRole of ECF sigma factors in biofilm formatioRole of ECF sigma factors in biofilm formatioRole of ECF sigma factors in biofilm formation of n of n of n of Porphyromonas Porphyromonas Porphyromonas Porphyromonas 

gingivalisgingivalisgingivalisgingivalis（（（（歯周病原細菌歯周病原細菌歯周病原細菌歯周病原細菌Porphyromonas gingivalisPorphyromonas gingivalisPorphyromonas gingivalisPorphyromonas gingivalis ののののバイオフィルバイオフィルバイオフィルバイオフィル

ムムムム形成形成形成形成におけるにおけるにおけるにおけるECFECFECFECFシグマシグマシグマシグマ因子因子因子因子のののの役割役割役割役割））））」」」」    

    
小野沢小野沢小野沢小野沢諭諭諭諭    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：：：：吉成吉成吉成吉成教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：高橋高橋高橋高橋教授教授教授教授    

大須賀教授大須賀教授大須賀教授大須賀教授    
    

    
 2 2 2 2    
    

[[[[研究科発表研究科発表研究科発表研究科発表］］］］    
11118888：：：：00005555～～～～11118888：：：：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    
    

「「「「Roles of cathelicidinRoles of cathelicidinRoles of cathelicidinRoles of cathelicidin----related antimicrobial peptide in murine related antimicrobial peptide in murine related antimicrobial peptide in murine related antimicrobial peptide in murine 

osteoclastogeosteoclastogeosteoclastogeosteoclastogenesisi.nesisi.nesisi.nesisi.((((マウスマウスマウスマウス破骨細胞形成破骨細胞形成破骨細胞形成破骨細胞形成におけるにおけるにおけるにおける抗微生物抗微生物抗微生物抗微生物ペプチドペプチドペプチドペプチド

CRAMPCRAMPCRAMPCRAMP のののの役割役割役割役割))))」」」」    

    
    堀部堀部堀部堀部寛治寛治寛治寛治    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    硬組織機能解析学硬組織機能解析学硬組織機能解析学硬組織機能解析学    

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：：：：平岡平岡平岡平岡教授教授教授教授    
藤井教授藤井教授藤井教授藤井教授    
    

    
3333    

    

[[[[研究科発表研究科発表研究科発表研究科発表］］］］    
11118888：：：：35353535～～～～11119999：：：：05050505    
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    

    

「「「「KCNQ1KCNQ1KCNQ1KCNQ1遺伝子遺伝子遺伝子遺伝子のののの一塩基多型一塩基多型一塩基多型一塩基多型（（（（SNPSNPSNPSNP））））がががが精神病薬精神病薬精神病薬精神病薬のののの服用患者服用患者服用患者服用患者のののの突然死突然死突然死突然死のののの

リスクリスクリスクリスクとなりうるとなりうるとなりうるとなりうる可能性可能性可能性可能性についてについてについてについて””””Molecular analysis of potassium ion Molecular analysis of potassium ion Molecular analysis of potassium ion Molecular analysis of potassium ion 

channel genes in sudden deatsh cases amochannel genes in sudden deatsh cases amochannel genes in sudden deatsh cases amochannel genes in sudden deatsh cases among patients administered ng patients administered ng patients administered ng patients administered 

psychotropic drug therapy : Are mutation in LQT genes a potential risk psychotropic drug therapy : Are mutation in LQT genes a potential risk psychotropic drug therapy : Are mutation in LQT genes a potential risk psychotropic drug therapy : Are mutation in LQT genes a potential risk 

factor ?factor ?factor ?factor ?””””」」」」    

    

亀井佐矢子亀井佐矢子亀井佐矢子亀井佐矢子    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    硬組織機能解析学硬組織機能解析学硬組織機能解析学硬組織機能解析学    

主査主査主査主査：：：：澁谷澁谷澁谷澁谷教授教授教授教授    
副査副査副査副査：：：：平岡平岡平岡平岡教授教授教授教授    
            小笠原小笠原小笠原小笠原教授教授教授教授    

        

 


