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 第 25 回 硬組織再生生物学会 学術大会 プログラム 

 

開会 9:25 〜 9:30  

 

 挨拶 

 大会長  前野正夫，日本大学 

 

一般演題（口演）１ 9:30 〜 10:10         座長：村田 勝（北海道医療大学）        

 

O-1  Osteogenic protein-1 添加コラーゲン膜がラット下顎角骨欠損の骨再生に及ぼす影響 

      尾崎愛美，日本大学大学院歯学研究科 歯学専攻応用口腔科学分野 

 

O-2  新規顎骨再建材料としての骨膜由来再生骨移植の検討 

      真下貴之，順天堂大学医学部 歯科口腔外科学研究室 

 

O-3  顎関節硬組織疾患モデルマウス候補２種の実験動物用マイクロ CT による検討 

      川嶋祥史，日本大学歯学部 歯科放射線学講座 

 

O-4  歯周炎誘発ラットに対する漢方薬の影響 

      王 宝禮，大阪歯科大学 細菌学講座 

 

 

一般演題（口演）2 10:15 〜 10:55         座長：長塚 仁（岡山大学）      

 

O-5  酸性電解水噴射と超音波照射による緻密骨への微小亀裂の形成 

      Shakya Mamata，北海道医療大学 顎顔面口腔外科学分野 

 

O-6  生体高分子の新規リン酸化技術による再生医療・環境浄化新素材の開発 

      久保木芳徳，北海道大学 地球環境科学研究院 

 

O-7  H2SO4/HCL(混酸・加熱)処理を施した造形チタンメッシュの骨形成能に関する X 線学的・ 

     組織科学的検討 

      山本佳代子，大阪医科大学 医学部感覚器機能形態医学講座 口腔外科学教室 

 

O-8  分子プレカーサー処理の加熱条件がジルコニア上のアパタイト薄膜形成に及ぼす影響 

      廣田正嗣，鶴見大学歯学部 歯科理工学講座 
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一般演題（口演）3 11:00 〜 11:20     座長：井上正久（徳島文理大学）   

 

 O-9  MC3T3-E1 細胞への圧迫力の負荷が TGF-β シグナル伝達に及ぼす影響の解明 

         佐野麗美，日本大学大学院歯学研究科 歯学専攻口腔構造機能学分野 

 

 O-10 骨芽細胞分化における lamin A の役割について 

       築根直哉，日本大学大学院歯学研究科 歯学専攻応用口腔科学分野 

 

 

学会賞受賞記念講演 11:25 〜 11:50   座長：見明康雄（東京歯科大学）     

 

AL-1 BMP-2 と HGF の同時投与は血管新生作用を介して骨再生を促進する  

      大津圭史，岩手医科大学 解剖学講座 発生生物・再生医学分野 

 

 
ランチョンセミナー 12:00 〜 13:00      座長：前野正夫（日本大学）  

 

LS   小照射野高解像度歯科用 CBCT 開発の軌跡 

 新井嘉則，日本大学 特任教授 

 共催：株式会社モリタ 

 

 

学会総会  13:30 〜 13:55  

 

 

ポスターディスカッション 14:00 〜 15:40 座長：P-1〜P-4 鈴木直人（日本大学）  

                                         P-5〜P-8 山本 仁 （東京歯科大学） 

                                         P-9〜P-13 川上敏行（松本歯科大学） 

 

P-1   炭酸飲料による酸蝕形成にみられる歯の組成的多様性 

  河野哲朗，日本大学松戸歯学部 解剖学 II 講座 

 

P-2   GFP 骨髄移植マウスの異所性骨形成における骨髄由来細胞の関与について 

  于 淞，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野 

 

P-3   βAPN および DMBr 投与下の鶏胚後肢芽における骨格異常と筋発生 

  湯口眞紀，日本大学歯学部 解剖学第Ⅱ講座 
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P-4   骨の創傷治癒における低出力レーザー(LLLT)の骨形成促進効果 

  杉田好彦，愛知学院大学歯学部 口腔病理学講座 

 

P-5   LIPUS は骨芽細胞の AT1-PLCβ を介して LPS 誘導性 IL-1α 産生を抑制する 

      長尾麻由，日本大学大学院歯学研究科 歯学専攻応用口腔科学分野 

 

P-6  LIPUS の出力が軟骨細胞の分化および細胞外マトリックスタンパク発現に及ぼす影響 

      昔農淳平，日本大学大学院歯学研究科 歯学専攻口腔健康科学分野 

 

P-7   Mineral trioxide aggregateはcalcium-sensing receptorを介して骨芽細胞の分化を促進する 

      安川拓也，日本大学大学院歯学研究科 歯学専攻応用口腔科学分野野 

 

P-8  ヒト歯髄細胞から樹立した iPS 細胞のエナメル芽細胞，象牙芽細胞，セメント細胞への分化 

         鳥海拓，日本大学歯学部 解剖学第Ⅱ講座 

 

P-9  チタン上におけるラット歯髄由来細胞が骨—チタン結合に与える影響 

      佐藤伸明，愛知学院大学歯学部 口腔病理学講座 

 

P-10  ラット皮下組織における吸収性縫合糸に対する組織反応 

 中安喜一，松本歯科大学大学院 口腔健康分析学 

 

P-11  コレステリン肉芽腫における骨髄由来の血管内皮細胞の増殖 

 松田紗衣佳, 松本歯科大学大学院 歯学独立研究科 

 

P-12   エナメル上皮腫間質性状とCCN2およびYAP局在の分析 

       浜田芽衣，岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野 

 

P-13   ラットへの実験的歯周病発症がメタボリックシンドローム因子に及ぼす影響 

        田中秀樹，日本大学歯学部 衛生学講座 

 

 

 

一般演題（口演）4 15:50 〜 16:10         座長：辻極秀次（岡山理科大学）  

O-11  LIPUS 刺激は骨芽細胞の ATP-P2X7 受容体を介してコラーゲン代謝を促進する 

       間中総一郎，日本大学歯学部 歯科保存学第Ⅲ講座 

 

O-12  低出力超音波（LIPUS）は歯根膜由来幹細胞の BMP9 誘導性骨分化を促進し炎症応答を防ぐ  

          楠山譲二，鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 口腔生化学分野 
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一般演題（口演）5 16:15 〜 16:35     座長：岡田裕之（日本大学）   

 

O-13  蛋白質銀染色法によるう歯非脱灰研磨標本の観察 

          桑田（楠瀬）隆生，日本大学松戸歯学部 教養学（生物学）講座 

 

  O-14  健全部およびカリエス病巣部エナメル質結晶の比較 

          平山友彦，日本大学松戸歯学部 解剖学 II 講座 

 

 

優秀演題表彰 16:40 〜 16:50  

 

1 優秀一般演題（口演） 表彰 

2 優秀一般演題（ポスター発表） 表彰 

 

 

閉会 16:50 〜 17:00 

 

 挨拶 

 大会長 前野正夫，日本大学 

 

 

 

参加者へのご案内 

 

1. 参加受付について 

参加受付（日本大学歯学部１号館４階）にてご登録

ください。お支払いは，すべて現金でお願いいたし

ます。参加費と引き換えに参加証（ネームカード）を

お渡しいたします。本学会への入会受付（入会金

1,000 円）や年会費（一般 7,000 円，大学院生 2,000

円）の納入も承ります。 

 

2. 講演者へのご案内 

・ PowerPoint 2013 で読み込み可能な形式で保存したプレゼンテーションファイルをご準備くだ

さい。 

一般（会 員） 5,000 円 

一般（非会員） 6,000 円 

大学院生（会 員） 3,000 円 

大学院生（非会員） 4,000 円 

学 部 生 無 料 
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・ 一般口演の発表データにつきましては，USB メモリーでのお持ち込みに限らせていただきま

す。プレゼンテーションファイルを保存した USB メモリー，または PC/Mac 本体を，口演-1 で

は 9 時までに，その後の各セッションでは開始 1 時間前までに発表受付（1 号館 4 階第 12

講堂）にご持参ください。発表受付で動作確認を行ってください。 

・ VGA 端子を備えていない PC を持ち込まれる場合は，接続用のコネクターを必ずご持参くだ

さい。 

・ 次演者は次演者席にお着きください。 

・ 発表，質疑応答の時間は次の通りです。 

 発表時間 質疑応答 

ランチョンセミナー 60 分    適宜 

学会賞受賞記念講演 15 分 5 分 

一般演題 7 分 2 分 

 

3. ポスター発表者へのご案内 

・ ポスターの貼付スペースは幅 90cm×高さ 180cm です。ポスター上部 20cm に演題番号，演

題名，発表名および所属の記載をお願いします。 

・ 9:30 までに発表受付までお越しください。リボンをお渡しします。 

・ ポスターの貼付は，9:30 までにお願いします。 

・ 発表は説明時間 3 分,質疑応答 2 分を目安として，座長の進行に従ってお願いします。発表

者は説明時間（14:00 〜15:40）にリボンを付けポスター前でご待機ください。 

・ 学会閉会後速やかにポスターの撤去をお願いします。 

 

4.  JHTB への抄録掲載料について 
	   ・ 発表抄録（英文）は，すべて JHTB に掲載されます。つきましては，掲載料の一部	 

	 	 （1 演題につき 1,000 円）を学会当日に，ご負担頂きますことをご了承ください。	 

 

 

 


