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第８回（2015年） 

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 口腔先端科学教育研究センター 

歯系研究発表会 プログラム・抄録集 

 

日 時：平成27年12月5日（土） 

会 場：鹿児島大学桜ヶ丘キャンパス鶴陵会館大ホール 

 

開会式〔8:50 ～ 9:00〕 

研究科長挨拶      鹿児島大学大学院医歯学総合研究科長 馬場 昌範 

歯学部長挨拶        鹿児島大学歯学部長 松口 徹也 

 

セッション１【コンペティション部門・大学院生】〔9:00 ～ 9:44〕   （発表時間 9分、質疑応答時間 2分）

座長 西村 正宏（口腔顎顔面補綴学分野）

1 9:00 嚥下における口唇の三次元動態と舌圧変化の関連性の検討 

森園 健（小児歯科学分野）

2 9:11 内臓感覚が唾液分泌と嚥下反射に及ぼす影響 

菅 真有（歯科矯正学分野）

3 9:22 自衛隊員の野外訓練後の口腔内状況の変化 

山下 浩司（予防歯科学分野）

4 9:33 研修歯科医の OSCE 医療面接における非言語コミュニケーションが指導歯科医および模擬患者の

評価へ与える影響 

古川 周平（歯科医学教育実践学分野）

 

休 憩〔9:44 ～ 9:54〕 

 

セッション２【コンペティション部門・大学院生】〔9:54 ～ 10:38〕  （発表時間 9分、質疑応答時間 2分）

座長 小松澤 均（口腔微生物学分野）

5 9:54 IGF-1 is an autocrine regulator for differentiation and hypoxic responses of osteoblasts 

Muhammad Subhan Amir（口腔顎顔面外科学分野/口腔生化学分野）

6 10:05 Bone morphogenetic protein 9 (BMP9) の歯根膜細胞の機能への影響に関する研究 

古江 きらら（歯周病学分野）

7 10:16 ラット頭蓋骨欠損モデルを用いた recombinant human bone morphogenetic protein-9/コラーゲン 

担体の骨形成評価 

篠原 敬哉（歯周病学分野）

8 10:27 VEGF-C による骨髄間葉系幹細胞の骨分化促進効果の検討 

村上 寿理（口腔顎顔面外科学分野/口腔顎顔面補綴学分野）

 

休 憩〔10:38 ～ 10:48〕 
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セッション３【コンペティション部門・大学院生】〔10:48 ～ 11:32〕 （発表時間 9分、質疑応答時間 2分）

座長 田口 則宏（歯科医学教育実践学分野）

9 10:48 新規歯科矯正用アンカースクリュー補助装置が骨に与える影響 

大賀 泰彦（歯科矯正学分野）

10 10:59 ラット三叉神経節における体部位局在の解析：組織透明化と神経トレーサーを組み合わせた 

新しい三次元再構築技術を用いて 

千堂 良造（歯科麻酔全身管理学分野/歯科機能形態学分野）

11 11:10 ヒト大腸癌細胞 DLD-1 における Snail 導入は N-cadherin 発現なしに浸潤能を付与する 

田中 荘子（口腔顎顔面外科学分野/生化学・分子生物学分野）

12 11:21 乳癌細胞株 MCF7 における PCP4/PEP19 の役割と意義 

吉村 卓也（口腔顎顔面外科学分野/病理学分野）

 

休 憩〔11:32 ～ 11:42〕 

 

セッション４【コンペティション部門・大学院生】〔11:42 ～ 12:37〕 （発表時間 9分、質疑応答時間 2分）

座長 宮脇 正一（歯科矯正学分野）

13 11:42 片側性唇顎口蓋裂を伴う患者における顎裂側中切歯の矯正治療による歯の移動と歯根吸収との 

関連 

古川 みなみ（歯科矯正学分野）

14 11:53 瘢痕拘縮抑制を目的とした新規創被覆材の動物実験への応用 

古閑 崇（口腔顎顔面外科学分野）

15 12:04 片側性唇顎口蓋裂における NAM と Hotz 床による術前顎矯正が上顎発育に及ぼす影響 

－出生時から乳歯列完成期までの縦断的三次元解析－ 

木村 菜美子（口腔顎顔面外科学分野）

16 12:15 メチシリン耐性黄色ブドウ球菌のバクテリオシン耐性機構の解析 

有井 かおる（歯周病学分野/口腔微生物学分野）

17 12:26 グリチルレチン酸誘導物質の黄色ブドウ球菌に対する抗菌活性について 

大山 健太郎（口腔顎顔面外科学分野/口腔微生物学分野）

 

昼 食〔12:37 ～ 13:27〕 

 

セッション５【学部学生部門】〔13:27 ～ 13:49〕                   （発表時間 9分、質疑応答時間 2分）

座長 馬嶋 秀行（顎顔面放射線学分野）

18 13:27 歯科用ユニットの水質調査〜菌の繁殖を防ぐには〜 

柏木 孝文ら（口腔微生物学分野）

19 13:38 Mechanical stress helps to maintain the differentiation potency of mesenchymal stem cells 

成 昌ファン（口腔生化学分野）

 

休 憩〔13:49 ～ 13:54〕 
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セッション６【コンペティション部門・若手研究者】〔13:54 ～ 14:49〕（発表時間 9分、質疑応答時間 2分）

座長 斉藤 充（口腔生理学分野）

20 13:54 矯正学的歯の移動における炎症反応の細胞シグナル伝達経路の解明－圧刺激による骨芽細胞の 

ケモカインの発現誘導には IL-1βと MyD88 シグナル伝達系が必要である－ 

前田 綾（歯科矯正学分野/口腔生化学分野）

21 14:05 オステオポンチン/オステオカルシン分泌比に着目した骨芽細胞多様性分化の実証 

楠山 譲二（口腔病理解析学分野/口腔生化学分野）

22 14:16 味覚と摂食行動を結びつける新たな神経回路 

岩井 治樹（歯科機能形態学分野）

23 14:27 梅抽出成分 MK615 による歯周病治療へのアプローチ 

森元 陽子（歯科保存学分野）

24 14:38 Aggregatibacter actinomycetemcomitans の新規 small regulatory RNA の同定及び発現性の解析 

大貝 悠一（口腔微生物学分野）

 

休 憩〔14:49 ～ 14:59〕 

 

セッション７【一般部門】〔14:59 ～ 15:23〕                       （発表時間 6分、質疑応答時間 2分）

座長 菊地 聖史（歯科生体材料学分野）

25 14:59 形状記憶ポリマーを用いた新規根管充填法の開発 

塚田 岳司（歯科保存学分野）

26 15:07 コンポジットジャケットクラウンの繰り返し衝撃に対する破折抵抗性に関する研究 

梶原 雄太郎（咬合機能補綴学分野）

27 15:15 歯科矯正用アンカースクリューの安定性と安全性の向上を目的とした維持力強化補助装置 

(スパイクアンカー)の開発 

權 相豪（歯科矯正学分野）

 

セッション８【一般部門】〔15:23 ～ 15:55〕                       （発表時間 6分、質疑応答時間 2分）

座長 佐藤 友昭（歯科応用薬理学分野）

28 15:23 亜酸化窒素吸入とイージーリスニング音楽が自律神経機能に与える影響 

山下 薫（歯科麻酔全身管理学分野）

29 15:31 遺伝子多型を介する機能性ディスペプシアと睡眠時ブラキシズムの関連 

福嶋 美佳（歯科矯正学分野）

30 15:39 持続的な荷重負荷による骨形成促進の新たな試み 

小栁 宏太郎（歯科矯正学分野/歯科機能形態学分野）

31 15:47 骨格性下顎前突症における下顎骨の後退量と睡眠時無呼吸との関連性 

丸谷 佳菜子（歯科矯正学分野）

 

休 憩〔15:55 ～ 16:05〕 

 

 

 

 



4 
 

セッション９【一般部門】〔16:05 ～ 16:37〕                        (発表時間 6分、質疑応答時間 2分) 

座長 杉浦 剛（顎顔面疾患制御学分野）

32 16:05 ヒト歯肉線維芽細胞における MMP-1 産生に対する GLP-1 受容体作動薬の調節作用 

作田 哲也（歯科保存学分野）

33 16:13 覆髄剤貼付による壊死層形成の役割－アラーミンの硬組織誘導の解析－ 

宮下 桂子（歯科保存学分野）

34 16:21 ニッケルチタンファイルにより形成された湾曲根管へのポイントの適合性の解析 

川上 克子（歯科保存学分野）

35 16:29 三叉神経核－視床－皮質回路による痛覚感受性の制御メカニズムを解析する 

倉本 恵梨子（歯科機能形態学分野）

 

研究発表会彰式〔16:37 ～ 16:57〕 

 

閉会式〔16:57 ～ 17:00〕 

センター長挨拶    口腔先端科学教育研究センター・センター長 仙波 伊知郎 
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