
7 月 1 日（土）［第 1 会場］

■ 9 ： 00 ～ 10 ： 00　課題口演　臨床効果の評価

座長　南　弘之 （鹿児島大）

課題 1	 全部床義歯新製と簡便な栄養指導が無歯顎高齢者の栄養素摂取と咀嚼能力に与える影響

○鈴木啓之 1)，金澤　学 1)，天海徳子 1)，駒ヶ嶺友梨子 1)，岩城麻衣子 2)，城　彩実 1)，水口俊介 1)	

（1) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野， 2) 東京医科歯科大学歯学部

附属病院歯科総合診療部）

課題 2	 患者立脚型指標を用いたインプラント治療効果の予測

○武川佳世， 樋口大輔， 松本貴志， 原　真央子， 横山紗和子， 馬場一美 （昭和大学歯学部歯

科補綴学講座）

課題 3	 小臼歯 CAD/CAM 冠の適応症に関する後ろ向きコホート研究

○三浦賞子， 笠原　紳， 山内しのぶ， 勝田悠介， 原田章生， 江草　宏 （東北大学大学院歯学研

究科分子 ・再生歯科補綴学分野）

日歯生涯研修事業用研修コード ： 3199

7 月 1 日（土）［第 2 会場］

■ 9 ： 00 ～ 10 ： 00　課題口演　口腔機能と全身疾患との関連

座長　木本克彦 （神歯大）

課題 4	 地域一般住民における咬合支持， 義歯装着と認知機能低下との関連 ：大迫研究

○齋藤　翔 1)， 村上任尚 1,2)， 大井　孝 1,3)， 遠藤耕生 1)， 平塚貴子 1)， 服部佳功 1)， 大久保孝義 4)	

（1) 東北大学大学院歯学研究科加齢歯科学分野， 2) 東北医科薬科大学医学部衛生学 ・ 公衆衛生

学教室， 3) 石巻赤十字病院， 4) 帝京大学医学部衛生学公衆衛生学講座）

課題 5	 義歯装着者における口腔機能の改善が脳活動ならびに認知機能に及ぼす影響

○中里文香，小林琢也，久保田将史，折祖研太，安藝紗織，近藤尚知 （岩手医科大学歯学部補綴・

インプラント学講座）

課題 6	 上顎欠損患者におけるスクリーニングのための嚥下音を用いた嚥下機能評価

○上柳安友子， 隅田由香， 谷口　尚 （東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科顎顔面補綴

学分野）

日歯生涯研修事業用研修コード ： 2499
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7 月 1 日（土）［第 3 会場］

■ 9 ： 00 ～ 10 ： 00　課題口演　バイオロジー

座長　横山敦郎 （北海道大）

課題 7	 咬合荷重下におけるインプラント周囲骨代謝への骨細胞の関与

○冨田陽子， 森山泰子， 鮎川保則， 張　浩淼， 今井実喜生， 古谷野　潔 （九州大学大学院歯学

研究院口腔機能修復学講座インプラント ・ 義歯補綴学分野）

課題 8	 宿主年齢と骨髄由来間葉系幹細胞の機能

○國友雅義 1)， 秋山謙太郎 1)， 古味佳子 1)， 大野充昭 2)， 前川賢治 1)， 窪木拓男 1) （1) 岡山大学

大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学分野， 2) 岡山大学大学院医歯薬学総合研究

科分子医化学分野）

課題 9	 α 7 ニコチン性アセチルコリン受容体を標的とした骨再生技術の開発

○盛林昭仁 1)， 萱島浩輝 1)， 江草　宏 1,2)， 矢谷博文 1) （1) 大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機

能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野， 2) 東北大学大学院歯学研究科分子 ・ 再生歯科補綴学

分野）

日歯生涯研修事業用研修コード ： 3199

■ 10 ： 50 ～ 11 ： 20　一般口演　バイオマテリアル 1

座長　藤原　周 （朝日大）

O1-1	 磁性ナノ粒子を用いた歯胚細胞シートの作製およびエナメル質再生への応用

○古藤　航， 篠原義憲， 北村和幸， 和智貴紀， 牧平清超， 古谷野　潔 （九州大学大学院歯学研

究院口腔機能修復学講座クラウンブリッジ補綴学分野）

O1-2	 粉末タイプ義歯安定剤の組成， 粉液比および接合間距離が接合力に及ぼす影響

○岡﨑ひとみ， 吉田和弘， 村田比呂司 （長崎大学大学院医歯薬学総合研究科歯科補綴学分野）

O1-3	 歯根膜組織の線維結合型コラーゲン発現の減少がメカニカルストレス感受性に及ぼす影響

○都築　尊 1)， 後藤加寿子 2)， 堤　貴司 1)， 新郷由紀子 1)， 中　四良 1)， 髙橋　裕 1) （1) 福岡歯科

大学咬合修復学講座有床義歯学分野， 2) 福岡医療短期大学歯科衛生学科）

日歯生涯研修事業用研修コード ： 3103

■ 11 ： 20 ～ 11 ： 50　一般口演　バイオマテリアル 2

座長　黒岩昭弘 （松歯大）

O1-4	 超分子ポリロタキサンを用いた短鎖脂肪酸の多点提示による慢性炎症治療薬の開発

○松井秀人 1,2)， 柴口　塊 1,2)， 田村篤志 2)， 松村光明 1)， 三浦宏之 1)， 由井伸彦 2) （1) 東京医科

歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野， 2) 東京医科歯科大学生体材料工学研

究所有機生体材料学分野）

O1-5	 ジルコニア上のアパタイト薄膜形成に及ぼす分子プレカーサー法の加熱処理条件の影響

○廣田正嗣， 早川　徹 （鶴見大学歯学部歯科理工学講座）

O1-6	 埋入部位が吸収性骨補填材の骨形成および吸収性に及ぼす影響

○野崎浩佑 1)， 藤田和久 2)， 三浦宏之 2)， 永井亜希子 1) （1) 東京医科歯科大学生体材料工学研

究所生体材料機能医学分野， 2) 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分

野）

日歯生涯研修事業用研修コード ： 3103
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