
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 59595959 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・・・・第第第第 70707070 回中間発表会回中間発表会回中間発表会回中間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    2014201420142014 年年年年10101010 月月月月 23232323 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2222 名名名名、、、、中間発表中間発表中間発表中間発表 2222 名名名名））））    
日日日日    時時時時：：：：②②②②    2012012012014444 年年年年10101010 月月月月 24242424 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（（（（研究科発表研究科発表研究科発表研究科発表3333 名名名名、、、、中間中間中間中間発表発表発表発表 1111 名名名名））））    

    
①①①①     2014201420142014 年年年年10101010 月月月月23232323 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    
［［［［中間発表中間発表中間発表中間発表］］］］    

11117777：：：：35353535～～～～11118888：：：：05050505    
司会司会司会司会：：：：吉成吉成吉成吉成    教授教授教授教授    

「「「「歯周病歯周病歯周病歯周病のののの重症度別分類重症度別分類重症度別分類重症度別分類をををを用用用用いたいたいたいた歯周病歯周病歯周病歯周病とととと糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病のののの関係解析関係解析関係解析関係解析」」」」    

    
岩井岩井岩井岩井    由紀子由紀子由紀子由紀子    3333年年年年    健康増進口腔科学健康増進口腔科学健康増進口腔科学健康増進口腔科学講座講座講座講座    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：：：：増田増田増田増田    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    

荒荒荒荒    講師講師講師講師    

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：：：：藤井藤井藤井藤井    教授教授教授教授    

「「「「歯周組織歯周組織歯周組織歯周組織におけるにおけるにおけるにおける実験的咬合性外傷実験的咬合性外傷実験的咬合性外傷実験的咬合性外傷のののの病態解明病態解明病態解明病態解明」」」」    

    
髙谷髙谷髙谷髙谷    達夫達夫達夫達夫    3333年年年年    健康増進口腔科学健康増進口腔科学健康増進口腔科学健康増進口腔科学講座講座講座講座    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：：：：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    准准准准教授教授教授教授    

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：：：：吉成吉成吉成吉成    教授教授教授教授    

「「「「Panoramic radiography measurements, osteoporosis diagnoses and Panoramic radiography measurements, osteoporosis diagnoses and Panoramic radiography measurements, osteoporosis diagnoses and Panoramic radiography measurements, osteoporosis diagnoses and 

fractures in Japanese men and womenfractures in Japanese men and womenfractures in Japanese men and womenfractures in Japanese men and women    

（（（（日本人男女日本人男女日本人男女日本人男女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線写真上線写真上線写真上線写真上のののの指標指標指標指標とととと骨粗鬆症診断骨粗鬆症診断骨粗鬆症診断骨粗鬆症診断およびおよびおよびおよび    

骨粗鬆症性骨折骨粗鬆症性骨折骨粗鬆症性骨折骨粗鬆症性骨折））））」」」」    

    
山田山田山田山田    真一郎真一郎真一郎真一郎    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：：：：高橋高橋高橋高橋    教授教授教授教授    

副査副査副査副査：：：：長谷川長谷川長谷川長谷川    教授教授教授教授    

八上八上八上八上    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：：：：川上川上川上川上    教授教授教授教授    

「「「「Wnt Signaling as a Possible Promoting Factor of Cell Differentiation in Wnt Signaling as a Possible Promoting Factor of Cell Differentiation in Wnt Signaling as a Possible Promoting Factor of Cell Differentiation in Wnt Signaling as a Possible Promoting Factor of Cell Differentiation in 

Plemorphic AdenomasPlemorphic AdenomasPlemorphic AdenomasPlemorphic Adenomas    

（（（（多形腺腫多形腺腫多形腺腫多形腺腫におけるにおけるにおけるにおける細胞分化細胞分化細胞分化細胞分化のののの促進因子促進因子促進因子促進因子としてのとしてのとしてのとしてのWntWntWntWntシグナルシグナルシグナルシグナルのののの可能性可能性可能性可能性））））」」」」    

    
奥田奥田奥田奥田    優貴子優貴子優貴子優貴子    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    硬組織疾患病態解析硬組織疾患病態解析硬組織疾患病態解析硬組織疾患病態解析学学学学    

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：：：：各務各務各務各務    教授教授教授教授    

八上八上八上八上    准准准准教授教授教授教授    
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問合わせ先：本館 2 階 学事課（大学院）内線 2216・2217 

 
 
 

②②②②     2014201420142014 年年年年10101010 月月月月24242424 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：：：：鷹股鷹股鷹股鷹股    教授教授教授教授    

「「「「シリコーンラバーシリコーンラバーシリコーンラバーシリコーンラバー応用応用応用応用スポーツマウスガードスポーツマウスガードスポーツマウスガードスポーツマウスガードのののの基礎的研究基礎的研究基礎的研究基礎的研究    

－－－－物性物性物性物性ならびにならびにならびにならびに適合適合適合適合・・・・吸水試験吸水試験吸水試験吸水試験によるによるによるによる評価評価評価評価－－－－」」」」    

    
鍵谷鍵谷鍵谷鍵谷    真吾真吾真吾真吾    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    臨床機能評価臨床機能評価臨床機能評価臨床機能評価学学学学    

主査主査主査主査：：：：黒岩黒岩黒岩黒岩    教授教授教授教授    

副査副査副査副査：：：：八上八上八上八上    准准准准教授教授教授教授    

安東安東安東安東    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：：：：鷹股鷹股鷹股鷹股    教授教授教授教授    

「「「「スポーツマウスガードスポーツマウスガードスポーツマウスガードスポーツマウスガードのののの新規材料新規材料新規材料新規材料にににに関関関関するするするする基礎的研究基礎的研究基礎的研究基礎的研究    

－－－－シリコーンラバーシリコーンラバーシリコーンラバーシリコーンラバーののののマイクロマイクロマイクロマイクロ波加硫波加硫波加硫波加硫によるによるによるによる物性物性物性物性とととと結晶石英結晶石英結晶石英結晶石英フィラーフィラーフィラーフィラーのののの    

配合配合配合配合－－－－」」」」    

    
笹山笹山笹山笹山    智加智加智加智加    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    臨床機能評価臨床機能評価臨床機能評価臨床機能評価学学学学    

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：：：：山本山本山本山本    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：：：：35353535～～～～11119999：：：：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    

「「「「骨格性下顎前突者骨格性下顎前突者骨格性下顎前突者骨格性下顎前突者ののののスマイルスマイルスマイルスマイル時時時時のののの口唇運動口唇運動口唇運動口唇運動のののの三次元解析三次元解析三次元解析三次元解析」」」」    

    
本藤本藤本藤本藤    景子景子景子景子    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：：：：増田増田増田増田    教授教授教授教授    

副査副査副査副査：：：：小林小林小林小林    准准准准教授教授教授教授    

熊井熊井熊井熊井    准准准准教授教授教授教授    

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：：：：八上八上八上八上    准准准准教授教授教授教授    

「「「「チタンチタンチタンチタンインプラントインプラントインプラントインプラント表表表表面面面面へのへのへのへのレーザーレーザーレーザーレーザー照射照射照射照射によるによるによるによる線維芽細胞線維芽細胞線維芽細胞線維芽細胞へのへのへのへの    

影響影響影響影響についてについてについてについて－－－－細胞増殖細胞増殖細胞増殖細胞増殖およびおよびおよびおよび遺伝子変化遺伝子変化遺伝子変化遺伝子変化とととと分化分化分化分化へのへのへのへの影響影響影響影響についてについてについてについて－－－－」」」」    

    
若林若林若林若林    庸生庸生庸生庸生    3333年年年年    健康増進口腔科学健康増進口腔科学健康増進口腔科学健康増進口腔科学講座講座講座講座    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：：：：高橋高橋高橋高橋    教授教授教授教授    

副査副査副査副査：：：：各務各務各務各務    教授教授教授教授    

落合落合落合落合    講師講師講師講師    

 


