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参加者へのご案内 

 

1. 参加受付について 

参加受付（岡山大学歯学部棟 4 階 第 1 講義室前）にてご登録ください。お支払いは、

すべて現金でお願い致します。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。 

 

参加費 

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 

 

 

 

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

受付までご持参ください。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 

特別講演 40 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 90 cm×高さ 150 cm です。ポスター上部 20 cm に演題

番号、演題名、発表者名および所属の記載をお願いします。 
・ ポスターの貼付は、9:15 までにお願いします。 
・発表者は説明時間（14:00 〜14:40 奇数、14:40 〜15:20 偶数）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。 



 
 
2 

 

 

 

4.  座長へのご案内 
・次座長は次座長席にお着きください。 

・プログラムの進行につきましては、座長に一任いたします。 

・発表時間を厳守し、円滑な学会運営にご協力お願いいたします。 

 

 

5.  クローク 
・歯学部棟 4 階第 2 講義室をセルフクロークとしております。ご自由にお使いください。 

・貴重品は各自で管理してください。 

  

 

6.  クールビズ推奨 
  ・本学会ではクールビズを実施致します。軽装でのご参加を歓迎致します。 

  

 

理事の先生方へのご案内 
 

 理事会 
  日 時：2017 年 8 月 18 日（金）16:00〜17:00（15:30 受付開始） 

  場 所：岡山大学歯学部 4 階第 2 講義室 

 

 理事懇親会 
  日 時：2017 年 8 月 18 日（金）17:30〜19:30 

  場 所：岡山大学鹿田キャンパス内カフェテリアバンビ 

  会 費：3,000 円 
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交通のご案内・会場アクセス 

 

会場 

 
岡山大学鹿田キャンパス 

〒700-8558 岡山市北区鹿田町 2丁目 5番 1号 

TEL086-235-6651 

 

 
 

JR 岡山駅：東口タクシー乗り場から 約 7 分 

       岡山駅東口バスターミナル 4 番乗り場 

      [2H]系統「大学病院」行き乗車、「大学病院」（病院構内）で下車 

      [12]系統「岡南営業所」行き乗車 

       岡山駅東口バスターミナル 3 番乗り場 

      [22]系統「（市役所経由）並木町・岡山ろうさい病院」行き 

      [52]系統「（市役所経由）当新田・大東」行き 

      [62]系統「南ふれあいセンター・岡南飛行場」行き 
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会場のご案内 
 

岡山大学鹿田キャンパス 歯学部棟  
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タイムテーブル 

 

8/18（金）  岡山大学鹿田キャンパス内 歯学部棟 4階 

 

  15:30 〜 受 付 

  16:00 〜 17:00 理事会（4F 第 2 講義室） 

  17:30 〜 19:30 理事懇親会（鹿田キャンパス内 カフェテリアバンビ） 

 

8/19（土）  岡山大学鹿田キャンパス内 歯学部棟 4階 
 

  8:45 〜 受 付    参加受付：第 1 講義室前 
   発表受付：第 1 講義室 

  9:15 〜 9:20 開 会 

第1講義室 

（ポスター発表は4Fロビー） 

  9:20 〜 9:50 一般演題（口演）1 

  9:50 〜 10:30 一般演題（口演）2 

  10:40 〜 12:10 特別講演 

  12:10 〜 13:00 昼食 

  13:00 〜 13:30 総 会 

  13:30 〜 13:50 学会賞受賞記念講演 

  14:00 〜 15:20 一般演題（ポスター） 

  15:30 〜 16:00 一般演題（口演）3 

  16:00 〜 16:40 一般演題（口演）4 

  16:40 〜 16:50 優秀演題表彰 

  16:50 〜 17:00 閉会 
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  第 26 回 硬組織再生生物学会 学術大会 プログラム   

 

  開会 9:15 〜 9:20   

 
挨拶 
大会長  辻極秀次，岡山理科大学 

 

 

  一般演題（口演）1 9:20 〜 9:50          座長：高畠清文（岡山大学）        

 
O-1 泡状陽イオン界面活性剤の義歯洗浄剤への応用 

重村侑哉，大阪歯科大学細菌学講座 

 
O-2 テトラスパニン CD81 を標的とした新規次世代リウマチ治療薬の開発 

中西 徹，就実大学大学院医療薬学研究科・薬学部 分子臨床診断学 

 
O-3 転移性の異なる癌細胞株の網羅的遺伝子発現解析による浸潤・転移促進因子の探索と

機能解明 
奥舎有加，岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 歯科薬理学分野 

 

 

  一般演題（口演）2 9:50 〜 10:30          座長：川戸貴行（日本大学）      

 
O-4 PRP, PRF, Advanced-PRF からの成長因子放出の比較に関する研究 

小林英三郎，日本歯科大学新潟生命歯学部口腔外科学講座 

 
O-5 ヒト歯髄幹細胞から作製した微細血管網を含む 3 次元骨組織 

渡邊美穂，日本歯科大学新潟生命歯学研究科 顎口腔全身関連治療学専攻 

 
O-6 超微細表面を有するレーザ加工ジルコニアインプラントの骨反応 

廣田正嗣，鶴見大学歯学部歯科理工学講座 

 
O-7 歯科用金属への自由電子レーザー照射効果の検証 

桑田（楠瀬）隆生，日本大学松戸歯学部教養学（生物学）講座 

 

 

  特別講演 10:40 〜 12:10           座長：辻極秀次（岡山理科大学）   

 
S-1 間葉系幹細胞の階層性・系譜の分子理解と応用 

宝田剛志，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 組織機能修復学分野 

 

S-2 細胞の自己集合化誘導技術の開発と気管組織再構築への応用 

岩井良輔，岡山理科大学 技術科学研究所 
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  学会総会  13:00 〜 13:30          

 

 

  学会賞受賞記念講演 13:30 〜 13:50    座長：見明康雄（東京歯科大学）  

 
AL-1 マウス再植歯モデルを用いた Fibrillin 添加が再植歯歯根膜再生に及ぼす効果の検討 

田村翔悟，福岡歯科大学 成長発達歯学講座 成育小児歯科学分野 

 

 

  ポスターディスカッション 14:00 〜 15:20   

                                  
P-1 歯根膜における骨髄由来未分化間葉細胞の局所特有の線維芽細胞への分化 

松田紗衣佳，松本歯科大学歯学部 小児歯科学講座 

 
P-2 吸収性縫合糸 Vicryl® に対するラット皮下組織の反応 

中安喜一，松本歯科大学歯学部 小児歯科学講座 

 

P-3 小児の上顎に発生した歯原性角化嚢胞の病理組織学的検討 
上田優貴子，松本歯科大学大学院 硬組織疾患病態解析学 

 
P-4 エナメル質表面の沈着物分析による死後経過時間推定の試み 

石川 昂，東京歯科大学歯学部 組織・発生学講座 

 

P-5 胎生期マウスの顎顔面領域における軟骨細胞分化の形態学的解析 
北村 啓，東京歯科大学歯学部 組織・発生学講座 

 
P-6 炭酸飲料を用いた酸蝕形成時のエナメル質結晶の変化 

渡辺 新，日本大学松戸歯学部 解剖学 II 講座 

 

P-7 硫化水素が骨芽細胞の細胞外基質タンパク分解酵素とその内因性阻害剤の発現に及ぼ

す影響 

中井久美子，日本大学歯学部 衛生学講座 

 

P-8 ラット臼歯における髄下葉を伴った根分岐部形成の免疫組織学的観察 

大澤枝里，東京歯科大学 小児歯科学講座 

 

P-9 骨髄細胞、骨芽細胞様細胞における TNF-α短期間刺激による細胞挙動の解析 

井上美穂，徳島大学大学院医歯薬学研究部 顎機能咬合再建学分野 

 

P-10 Bone induction on surface of rat compact bone treated with ultrasonic 

irradiation and acidic electrolyzed water 

Mamata Shakya，北海道医療大学 顎顔面口腔外科学分野 

 



 
 
8 

 

 

P-11 Autotransplantation of an impacted maxillary canine with simultaneous ridge 

augmentation – a case report 

Ming-Yi Lu, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Chung Shan Medical 

University Hospital 

 

P-12 Effects of surface roughness of dental titanium implants on bacterial 

attachment 

Tsun-Chin Huang，Institute of Oral Science and School of Dentistry, Chung 

Shan Medical University 

 

P-13 Diode laser and Zometa regulate cell proliferation, migration and 

differentiation of MC3T3-E1 cells 

Hui-Wen Yang，Chung Shan Medical University, College of Oral Medicin 

 

P-14 両側下顎枝矢状分割術における未焼成ハイドロキシアパタイト/ポリ-L-乳酸製骨接合

材料の生体力学的評価 

助川信太郎，香川県立中央病院歯科口腔外科 

 

P-15 低出力半導体レーザー照射が培養顎関節の軟骨に与える影響 

杉田好彦, 愛知学院大学歯学部 口腔病理学講座 

 

P-16 選択的レーザー溶融法（SLM 法）チタンメッシュを用いた顎骨欠損部位への骨増量術

についての臨床的検討 

井上和也，大阪医科大学 医学部感覚器機能形態医学講座 口腔外科教室 

 

P-17 マウス肺癌移植モデルにおける骨髄由来細胞の全身的局在と役割 
河合穂高，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野 

 

P-18 動物モデルを用いた、腫瘍微小環境における骨髄由来細胞の動態 

藤井昌江，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔病理学分野 

 

 

  一般演題（口演）3 15:30 〜 16:00   座長：助川信太郎（香川県立中央病院） 

 
O-8 Ca 錯体水溶液スプレー法を用いたアパタイト薄膜コーティングインプラントについ

て 
八木 亮，鶴見大学歯学部 有床義歯補綴学講座  

 
O-9 自家象牙質移植による再生骨の組織学的証拠  

村田 勝，北海道医療大学 顎顔面口腔外科学分野 

 
O-10 ラット歯根膜幹細胞由来筋線維芽細胞の収縮作用による歯周免疫機構への物理的関与 

      大久保直登，北海道大学大学院薬学研究院 臨床病態解析学分野 
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  一般演題（口演）4 16:00 〜 16:40       座長：杉田好彦（愛知学院大学） 

 

O-11 Pyk2 は ATP-P2X7 を介した骨芽細胞の細胞外マトリックスタンパク発現を制御する 

鳥越 剛，日本大学大学院歯学研究科歯学専攻 

 

O-12 異種代用骨 Bio-Oss® と Collagen 膜の併用による骨形成過程の組織学的観察 

加須屋 真，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-13 H2SO4/HCL(混酸・加熱)処理を施した積層造形チタンメッシュの埋植後早期の骨形成能

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-14 濃厚血小板血漿 Leucocyte and Platelet-rich fibrin(L-PRF)の使用方法により異な

る組織学的所見が見られた一例 

福居 希，公立学校共済組合 中国中央病院 歯科・口腔外科 

 

 

  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 辻極秀次，岡山理科大学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


