
プログラム

特別講演（PL-1）

ライオン学術賞受賞講演（L-1）

歯科基礎医学会賞受賞講演（Y-1〜Y-3）

日本学術会議シンポジウム（CS-1〜CS-4）

歯科基礎医学会学術シンポジウム（KS-1〜KS-5）

ロッテ基金特別シンポジウム（FS-1〜FS-4）

メインシンポジウム（MS1〜MS2）

サテライトシンポジウム（SS1〜SS15）

ランチョンセミナー（LS1〜LS3）

一般演題（口演）

一般演題（ポスター）



■ 特別講演（ロッテ基金講演）

PL-1 Sankar Ghosh

（Dept. Microbiol. & Immunol., Coll. Physicians & Surgeons, Columbia

Univ.）

「Regulation of NF-κB in inflammation and immunity」

座長：自見英治郎（九歯大 分子情報生化）

日時：9月 26 日（金）13：00〜14：00

会場：A会場（メインホール）

■ ライオン学術賞受賞講演

L-1 西村 理行

（阪大 院歯 生化）

「骨形成過程における転写制御プログラムの統合的

理解の解明」

座長：大浦 清（大歯大 薬理）

日時：9月 26 日（金）16：30〜17：00

会場：A会場（メインホール）

■ 歯科基礎医学会賞受賞講演

第 26 回歯科基礎医学会賞

日時：9月 27 日（土）11：15〜11：45

会場：A会場（メインホール）

【病理学部門】座長：高田 隆（広大 院医歯薬保 口腔顎顔面病理病態）

Y-1：常木 雅之（イェール大 医 病理）

「口腔腫瘍組織構築における腫瘍実質細胞・細胞外基質間相互作用の統合的理

解」

受賞対象論文：Podoplanin-mediated cell adhesion through extracellular

matrix in oral squamous cell carcinoma. Laboratory Investigation 93 巻 921

頁〜932 頁（2013 年発行）
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【薬理学部門】座長：大浦 清（大歯大 薬理）

Y-2：林 良憲（九大 院歯 口腔機能分子科学）

「BKチャネルを介した疼痛制御機構の解明」

受賞対象論文：Microglial Ca
2+
-activated K

+
channels are possible molecular

targets for the analgesic effects of S-ketamine on neuropathic pain. The

Journal of Neuroscience 31 巻 17370 頁〜17382 頁（2011 年発行）

【微生物学部門】座長：西原 達次（九歯大 感染分子生物）

Y-3：住友 倫子（阪大 院歯 口腔細菌）

「A群レンサ球菌の分泌型プロテアーゼによる宿主細胞間接着分子の分解」

受賞対象論文：Group A streptococcal cysteine protease cleaves epithelial

junctions and contributes to bacterial translocation. Journal of Biological

Chemistry 288 巻 13317 頁〜13324 頁（2013 年発行）

■ 日本学術会議シンポジウム

「超高齢社会における歯科基礎医学の役割」

日時：9月 27 日（土）9：00〜11：00

会場：A会場（メインホール）

オーガナイザー：脇坂 聡

（阪大 院歯 口腔解剖 1、日本学術会議連携会員）

山口 朗

（医科歯科大 院医歯 口腔病理、日本学術会議会員）

CS-1：滝川 正春（岡大 歯 先端領域研究セ）：

「超高齢社会における歯科基礎医学の役割：機能的観点から 〜CCN ファミ

リーメンバー 2のアンチエイジング作用〜」

CS-2：山口 朗（医科歯科大 院医歯 口腔病理）：

「超高齢社会における歯科基礎医学の役割：形態的観点から」

CS-3：遠藤 玉夫（都健康長寿医療セ研）：

「超高齢化社会における基礎老化研究の意義」

CS-4：平田 雅人
1
、溝上 顕子

1
、川久保-安河内友世

1
、竹内 弘

2

（
1
九大 院歯 口腔細胞工学、

2
九歯大 応用薬理）：

「超高齢社会における歯科基礎医学の役割：骨-腸-代謝連関シグナルの解明に

よる全身の健康維持への情報発信」
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■ 歯科基礎医学会学術シンポジウム

「口腔そして全身での免疫応答の最前線」

日時：9月 26 日（金）9：00〜11：30

会場：A会場（メインホール）

オーガナイザー：桑田 啓貴（昭大 歯 口腔微生物）

田中 芳彦（福歯大 感染生物）

KS-1：吉村 昭彦（慶應大 医 微生物・免疫）：

「TGFβと NR4a による抑制性 T細胞の分化制御」

KS-2：戸村 道夫（京大 院医 次世代免疫制御を目指す創薬医学融合拠点）：

「免疫細胞の臓器間移動からみた口腔−全身免疫系の理解」

KS-3：福井 宣規（九大 生医研 免疫遺伝）：

「免疫細胞の遊走・活性化におけるDOCKファミリー分子の役割とその制御機

構」

KS-4：竹田 潔（阪大 院医 免疫制御、免疫学フロンティア研究セ）：

「消化管粘膜の免疫応答機構とその異常」

KS-5：東 みゆき（医科歯科大 院医歯 分子免疫）：

「口腔免疫応答における制御機構」

■ ロッテ基金特別シンポジウム

「TRP チャネルの多様な生体機能と治療標的として

の展開」

日時：9月 27 日（土）13：30〜15：30

会場：A会場（メインホール）

オーガナイザー：井上 隆司（福岡大 医 生理）

岡部 幸司（福歯大 細胞生理）

FS-1：井上 隆司（福岡大 医 生理）：

「口腔医学における TRP チャネルの生理学的・病態生理学的役割−overview

―」
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FS-2：松下 正之（琉大 院医 分子・細胞生理）：

「肝臓脂質代謝・歯牙形成機構と TRP チャネル」

FS-3：Seog Bae Oh（Dept. Neurobiol. & Physiol., Sch. Dent., Seoul National Univ.）：

「Targeting dental pain with TRP channels：from mechanisms to therapeu-

tics」

FS-4：富永 真琴（岡崎統合バイオ 細胞生理）：

「TRP チャネルと痛覚を含む口腔内感覚」

■ メインシンポジウム

メインシンポジウム 1

「全身疾患とオーラルバイオサイエンス：歯の発生、

顎関節症との関連」

日時：9月 26 日（金）9：00〜11：00

会場：B会場（409＋410）

オーガナイザー：大島 勇人（新大 院医歯 硬組織形態）

沢 禎彦（福歯大 生体構造）

MS1-1：深田 俊幸（昭大 歯 口腔病理、理研 統合生命医科研セ）

「亜鉛シグナリングから究明する口腔医学と個体恒常性」

MS1-2：依田 浩子（新大 院医歯 硬組織形態）

「歯の形態形成を制御する糖代謝機構」

MS1-3：澁川 義幸
1
、加藤 隆

2,3

（
1
東歯大 生理、

2
慶應大 医 精神神経科学、

3
Univ. Aachen）

「顎関節症と統合失調症では口腔機能と関連する大脳皮質ミラーニューロン

システムに機能変調が存在する」

MS1-4：山崎 英俊（三重大 院医 幹細胞）

「神経堤及び中胚葉由来細胞の分化能と胸腺や骨髄での両細胞の役割」
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メインシンポジウム 2

「発生・分化・癌化を決める遺伝子スイッチ」

日時：9月 27 日（土）9：00〜11：00

会場：B会場（409＋410）

オーガナイザー：二藤 彰（鶴見大 歯 薬理）

山﨑 純（福歯大 分子機能制御）

MS2-1：佐々木裕之（九大 生医研 エピゲノム制御）

「個体発生のエピゲノム制御：ゲノムインプリンティングをモデルとして」

MS2-2：木村 宏（阪大 生命機能、東工大 生命理工）

「発生・分化に伴うヒストン修飾のダイナミクス」

MS2-3：八田 光世
1
、永沼 香織

1,2
、山﨑 純

1

（
1
福歯大 分子機能制御

2
福歯大 口腔外科）

「口腔がん細胞におけるエピジェネティック変異」

MS2-4：安倍 真澄（放射線医学総合研）

「ゲノム初期化は多くのポイントミューテーションを伴う」

■ サテライトシンポジウム

サテライトシンポジウム 1

「歯周病・糖尿病・アルツハイマー病の負のスパイラルを断ち切

る：口腔からの健康寿命延伸戦略」

日時：9月 25 日（木）13：00〜15：00

会場：B-1 会場（409）

オーガナイザー：中西 博（九大 院歯 口腔機能分子科学）

西村 英紀（九大 院歯 歯周病）

SS1-1：歯周病と糖尿病を繋ぐ分子基盤

西村 英紀（九大 院歯 歯周病）
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SS1-2：アルツハイマー病脳における糖尿病関連遺伝子の発現異常とその意義：久山

町研究

外間 政朗
1,2
、岡 素雅子

1,3
、Julio Leon

1
、二宮 利治

4
、本田 裕之

5
、

佐々木健介
5
、岩城 徹

5
、小原 知之

6
、清原 裕

7
、中別府雄作

1,3

（
1
九大 生医研 脳機能制御、

2
九大 院医 脳神経外科、

3
九大 ヌクレオ

チドプール研究セ、
4
九大 院医 総合コホート研究セ、

5
九大 院医 神経

病理、
6
九大 院医 精神病態医学、

7
九大 院医 環境医学）

SS1-3：アルツハイマー病増悪因子としての歯周病の可能性

松下 健二（国立長寿セ 口腔疾患）

SS1-4：歯周病菌による脳髄膜を介したミクログリアの活性化

武 洲、中西 博（九大 院歯 口腔機能分子科学）

サテライトシンポジウム 2

「癌の分子標的治療から分子標的予防医学へ」

日時：9月 25 日（木）15：20〜17：20

会場：B-1 会場（409）

オーガナイザー：畑 隆一郎（神歯大 院 口腔難治疾患研究セ）

SS2-1：口腔癌の分子標的治療：抗腫瘍性ケモカイン CXCL14 のエピジェネティクス

異常を指標としたセツキシマブ投与前評価の基礎的研究

小澤 重幸（神歯大 院 顎顔面外科）

SS2-2：癌の分子標的治療から分子標的予防医学へ

畑 隆一郎（神歯大 院 口腔難治疾患研究セ）

SS2-3：癌と NKT細胞とケモカインCXCL16 の役割

島岡 猛士（東大 院医 分子予防医学）

SS2-4：がんと NK細胞

小笠原康悦

（東北大 加齢医学研 生体防御、東北大 院歯 難治疾患・口腔免疫）
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サテライトシンポジウム 3

「口腔機能に関与するイオンチャネル/ニューロン/神経回路研

究の最前線：第 1部〜大脳皮質における情報処理機構〜」

日時：9月 25 日（木）13：00〜15：00

会場：B-2 会場（410）

オーガナイザー：姜 英男（阪大 院歯 口腔生理）

兼松 隆（広大 院医歯薬保 細胞分子薬理）

SS3-1：匂いの情報処理から認識へ

佐原 資謹
1
、深見 秀之

1
、堀江 沙和

1,2
、樋口さとみ

3
、佐々木真理

3

（
1
岩医大 生理 病態生理、

2
岩医大 医歯薬総研 腫瘍生物、

3
岩医大 医

歯薬総研 超高磁場MRI）

SS3-2：口腔ストレスによる梨状皮質−傍梨状核ニューロンの活動性の上昇

吉村 弘（徳大 院 HBS 口腔分子生理）

SS3-3：In vivo光学計測によるラット島皮質歯髄応答ニューロンの時空間的特性の解

析

小林 真之（日大 歯 薬理、理研 分子イメージング科学研究セ）

SS3-4：大脳皮質体性感覚野バレル領野におけるカラム間の周期的同期化機構

豊田 博紀、佐藤 元、齋藤 充、河野 奨、姜 英男

（阪大 院歯 口腔生理）

サテライトシンポジウム 4

「口腔機能に関与するイオンチャネル/ニューロン/神経回路研

究の最前線 第 2部〜顎運動制御・摂食調節〜」

日時：9月 25 日（木）15：20〜17：20

会場：B-2 会場（410）

オーガナイザー：若森 実（東北大 院歯 歯科薬理）

井上 富雄（昭大 歯 口腔生理）

SS4-1：三叉神経運動ニューロンの序列動員の基盤となるイオンチャネル機構

齋藤 充
1
、佐藤 元

1
、豊田 博紀

1
、山城 隆

2
、姜 英男

1

（
1
阪大 院歯 高次脳口腔機能、

2
阪大 院歯 顎顔面口腔矯正）
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SS4-2：下顎および舌運動制御の神経メカニズム

井上 富雄
1
、中村 史朗

1
、中山希世美

1
、望月 文子

1
、吉田 篤

2
、

清本 聖文
1
（

1
昭大 歯 口腔生理、

2
阪大 院歯 高次脳口腔機能）

SS4-3：海馬 CA3 領域でのシナプス伝達に対する抗けいれん薬フェニトインの作用

窪田 寿彦、吉田 卓史、若森 実（東北大 院歯 歯科薬理）

SS4-4：PRIPが調節するGABAシグナリングと摂食調節

兼松 隆（広大 院医歯薬保 細胞分子薬理）

サテライトシンポジウム 5

「藤田恒太郎原著「歯の解剖学」の未解決問題を考える〜歯と顎

の形態進化に着目して〜」

日時：9月 25 日（木）13：00〜15：00

会場：C会場（405＋406）

オーガナイザー：土門 卓文（北大 院歯 口腔解剖）

大島 勇人（新大 院医歯 硬組織形態）

SS5-1：歯冠・歯根表面と DEJそして歯髄腔形態の関連性と進化の検討

小澤 幸重（日大 松戸歯）

SS5-2：上顎大臼歯の退化傾向に関する藤田理論を再考する：形態地図法を用いた定

量化による検討

森田 航
1
、森本 直記

2
、大島 勇人

1

（
1
新大 院医歯 硬組織形態、

2
京大 院理 自然人類）

SS5-3：歯頸線の形態とその歯面分布について

土門 卓文（北大 院歯 口腔解剖）

SS5-4：先天性多数歯欠損患者での残存歯の形態

須田 直人（明海大 歯 歯科矯正）
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サテライトシンポジウム 6

「魚類からたどる歯の進化と多様性」

日時：9月 25 日（木）15：20〜17：20

会場：C会場（405＋406）

オーガナイザー：田畑 純（医科歯科大 院医歯 硬組織構造生物）

笹川 一郎（日歯大 新潟生命歯 先端研）

SS6-1：無顎類 メクラウナギの角質歯は真歯の原型か？

石山巳喜夫（日歯大 新潟生命歯 解剖 2）

SS6-2：エナメロイドとエナメル質の相違

笹川 一郎（日歯大 新潟生命歯 先端研）

SS6-3：メダカ咽頭歯の多換性とその維持機構

高野 吉郎（医科歯科大 院医歯 硬組織構造生物）

SS6-4：キングサーモンの歯の交換

土門 卓文（北大 院歯 口腔解剖）

SS6-5：シーラカンスのウロコ小歯の構造と歯の進化

田畑 純（医科歯科大 院医歯 硬組織構造生物）

SS6-6：サメ類の皮小歯の発生・構造・多様性

後藤 仁敏（鶴見大 歯）

サテライトシンポジウム 7

「間葉系幹細胞の直接的／間接的な組織再生への関与を考える」

日時：9月 25 日（木）13：00〜15：00

会場：D会場（411）

オーガナイザー：本田 雅規（日大 歯 解剖Ⅱ）

山座 孝義（九大 院歯 分子口腔解剖）

SS7-1：歯根膜幹細胞の多様な特性およびその有用性

和田 尚久（九大 病院 歯内治療）

SS7-2：間葉系幹細胞移植におけるレシピエントの組織・細胞の反応

山座 孝義（九大 院歯 分子口腔解剖）
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SS7-3：抜歯窩および歯周組織欠損部における細胞移植の組織再生の効果

本田 雅規
1
、真下 貴之

2
、鶴町 仁奈

3
、秋田 大輔

4
、鳥海 拓

1
、

磯川桂太郎
1
（

1
日大 歯 解剖Ⅱ、

2
日大 歯 口腔外科、

3
日大 院歯、

4
日大 歯 歯科補綴Ⅱ）

SS7-4：間葉系幹細胞誘導性インプラント周囲粘膜の構築

熱田 生
1
、鮎川 保則

1
、山座 孝義

2
、近藤 綾介

1
、松浦 由梨

1
、

古谷野 潔
1
（

1
九大 病院 義歯補綴、

2
九大 院歯 分子口腔解剖）

サテライトシンポジウム 8

「歯根と歯周組織発生の分子機構解明の新たなる展開と歯科疾

患へのアプローチ」

日時：9月 25 日（木）15：20〜17：20

会場：D会場（411）

オーガナイザー：原田 英光（岩医大 解剖 発生・再生）

岡 暁子（福歯大 成育小児歯科）

SS8-1：遺伝性疾患における歯根の異常

須田 直人（明海大 歯 歯科矯正）

SS8-2：歯根発生メカニズムの新規仮説と歯根形態異常

熊上 深香、大津 圭史、藤原 尚樹、原田 英光

（岩医大 解剖 発生・再生）

SS8-3：歯根発生過程における細胞骨格制御因子の役割とその異常

福本 敏
1
、日野 綾子

1
、山田 亜矢

1
、大津 圭史

2
、新垣真紀子

1
、

齋藤 幹
1
、中村 卓史

1
、原田 英光

2

（
1
東北大 院歯 小児発達歯科、

2
岩医大 解剖 発生・再生）

SS8-4：ヘルトウィッヒ上皮鞘の発育と神経ペプチド

川島 伸之（医科歯科大 院医歯 歯髄生物）

SS8-5：歯周組織発生制御における HERS の新規役割

岡 暁子
1
、板家 智

1
、吉良 廸子

1
、藤原 尚樹

2
、原田 英光

2

（
1
福歯大 成育小児歯科、

2
岩医大 解剖 発生・再生）
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サテライトシンポジウム 9

「口腔感染症の病因論に関する新展開」

日時：9月 25 日（木）13：00〜15：00

会場：E会場（412）

オーガナイザー：福島 久典（大歯大 細菌）

山下 喜久（九大 院歯 口腔予防医学）

SS9-1：メタ 16S rRNA遺伝子解析に基づく口腔常在細菌叢の把握

山下 喜久（九大 院歯 口腔予防医学）

SS9-2：Prevotella intermediaと誤嚥性肺炎

柳原 克紀（長大 院医歯薬 病態解析・診断）

SS9-3：Prevotella intermediaのバイオフィルム形成能と病原性

山中 武志（大歯大 細菌）

SS9-4：Rothia mucilaginosaの 2面性

南部 隆之（大歯大 細菌）

SS9-5：Porphyromonas gingivalis によるタンパクシトルリン化と関節リウマチとの

関連

小林 哲夫（新大 病院 歯科総合診療）

サテライトシンポジウム 10

「口腔バイオフィルム研究の最前線：若手研究者によるチャレ

ンジ」

日時：9月 25 日（木）15：20〜17：20

会場：E会場（412）

オーガナイザー：浜田 信城（神歯大 微生物感染）

吉田 明弘（松歯大 口腔細菌）

宮川 博史（北医大 歯 口腔細菌）

佐藤 拓一（東北大 院歯 口腔生化）

大島 朋子（鶴見大 歯 口腔微生物）

SS10-1：Dental plaque as a biofilm and a microbial community-implications for

treatment

Philip D. Marsh（Public Health England, Oral Microbiol., Univ. Leeds)

12



SS10-2：PCR-dipstick DNA chromatography for multiplex analysis of oral

microbiota

Lingyang Tian
1
, Takuichi Sato

1
, Kousuke Niwa

2
, Gen Mayanagi

1
,

Keiko Yamaki
3
, Mitsuo Kawase

2
, Anne C.R. Tanner

4
,

Nobuhiro Takahashi
1

（
1
Div. Oral Ecol. Biochem., Tohoku Univ. Grad. Sch. Dent.,

2
Tohoku Univ.

Grad. Sch. Biomed. Engin.,
3
Div. Periodontol. Endodontol., Tohoku Univ.

Grad. Sch. Dent.,
4
Dept. Microbiol., The Forsyth Institute)

SS10-3：Porphyromonas gulae 41-kDa 線毛による破骨細胞分化誘導とサイトカイン

産生について

佐々木 悠、渡辺 清子、浜田 信城（神歯大 院歯 微生物感染）

SS10-4：プロバイオティクスとプレバイオティクスの融合による新規口腔シンバイオ

ティクスの開発

小島由佳子
1
、大島 朋子

1
、Chaminda JAA Seneviratne

2
、前田 伸子

1

（
1
鶴見大 院歯 口腔微生物、

2
Dept. Oral Sci, Natl. Univ. Singapore)

SS10-5：Porphyromonas gingivalisの外膜ヴェシクルは、エポキシ磁性ビーズと種特

異的に非共有結合する

中尾 龍馬、泉福 英信（国立感染研 細菌 1）

サテライトシンポジウム 11

「若手の口腔生理学研究最前線」

日時：9月 25 日（木）13：00〜15：00

会場：F会場（413）

オーガナイザー：山村 健介（新大 院医歯 口腔生理）

舩橋 誠（北大 院歯 口腔生理）

SS11-1：味蕾から分泌される消化管ホルモンは味質特異的な情報伝達に関与する

髙井 信吾
1
、安松 啓子

2
、岩田 周介

1
、井上真由子

1
、吉田 竜介

1
、

重村 憲徳
1
、Daniel J. Drucker

3
、Robert F. Margolskee

4
、二ノ宮裕三

1,2

（
1
九大 院歯 口腔機能解析、

2
九大 味覚嗅覚セ 感覚生理、

3
トロント

大 医 マウントサイナイ病院、
4
モネル化学感覚セ）

SS11-2：島皮質における化学感覚の統合機構

溝口 尚子
1
、小林 真之

2
、村本 和世

1

（
1
明海大 歯 生理、

2
日大 歯 薬理）
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SS11-3：エストロゲンが痛みの制御に与える影響

田代 晃正（防衛医大 生理）

SS11-4：情動ストレスが顎関節痛を増大させる脳メカニズム

岡本圭一郎、David A. Bereiter(ミネソタ大 歯 診断生物科学）

サテライトシンポジウム 12

「第 28 回唾液腺談話会 ―唾液腺構造・機能解析から診断へ―」

日時：9月 25 日（木）15：20〜17：20

会場：F会場（413）

オーガナイザー：山﨑 純（福歯大 分子機能制御）

谷村 明彦（北医大 歯 薬理）

SS12-1：外科的刺激後のラット顎下腺筋上皮細胞の形態変化

川邉 好弘
1,2
、溝部 健一

1,2
、天野 修

2

（
1
明海大 歯 オーラル・リハビリ、

2
明海大 歯 解剖）

SS12-2：胎仔マウス唾液腺上皮の発生を制御する組織間マイクロ RNA輸送

林 徹
1,2
、柏俣 正典

1
、Matthew P. Hoffman

2

（
1
朝日大 歯 歯科薬理，

2
Lab. Cell & Develop. Biol., NIDCR, NIH）

SS12-3：ラット耳下腺小葉内導管における細胞内 pHとイオン電流測定に基づく重炭

酸イオン分泌機構の解析

廣野 力、上野 可織、北川 道憲、杉田 誠、柴 芳樹

（広大 院医歯薬保 口腔生理）

SS12-4：生きた動物における顎下腺 Ca
2+
応答のリアルタイムイメージングと唾液分泌

の同時測定

根津 顕弘
1
、森田 貴雄

1
、東城 庸介

2
、谷村 明彦

1

（
1
北医大 歯 薬理、

2
北医大 歯 生物物理）

SS12-5：メタボロームを用いた唾液から疾患マーカーの探索

杉本 昌弘（慶應大 先端生命科学研）
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サテライトシンポジウム 13

「超微形態の新時代 〜歯科領域で開花する FIB 連続切削＋3次

元電子顕微鏡解析〜」

日時：9月 25 日（木）13：00〜15：00

会場：G会場（414）

オーガナイザー：上岡 寛（岡大 院医歯薬 歯科矯正）

薗村 貴弘（金沢医大 医 解剖 2）

SS13-1：中枢神経組織における FIB-SEMと共焦点レーザー顕微鏡の Correlative 3

次元再構築法

薗村 貴弘
1
、古田 貴寛

2
、中谷 郁子

3
、山本 洋

3
、本間 智

1
、

金子 武嗣
2
（

1
金沢医大 解剖 2、

2
京大 院医 高次脳形態、

3
日立ハイテ

クサイエンス 解析技術）

SS13-2：歯根膜における歯根膜線維の走行と細胞性ネットワークの 3次元超微形態解

析

平嶋 伸悟
1,2
、太田 啓介

1
、金澤知之進

1
、都合亜記暢

3
、楠川 仁悟

2
、

中村桂一郎
1
（

1
久留米大 医 顕微解剖、

2
久留米大 医 歯口セ、

3
久留米

大 医 電顕室）

SS13-3：直交配置型 FIB-SEMによる骨の 3次元的観察

上岡 寛（岡大 院医歯薬 歯科矯正）

SS13-4：未脱灰象牙質における超微細形態の 3次元再構築法

三浦 治郎（阪大 院歯 口腔総合診療）

SS13-5：象牙質接着界面の 3次元観察

長岡 紀幸（岡大 歯 先端領域研究セ）

サテライトシンポジウム 14

「骨吸収と骨形成の共役機構」

日時：9月 25 日（木）15：20〜17：20

会場：G会場（414）

オーガナイザー：宇田川信之（松歯大 生化）

髙見 正道（昭大 歯 歯科薬理）
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SS14-1：RANKL結合ペプチドの骨吸収抑制作用と骨形成促進作用

青木 和広
1
、菅森 泰隆

1
、加藤 玄樹

1
、上原 智己

2
、新井 祐貴

3
、

Md. Zahirul Haq Bhyuan
1
、Neil Alles

1
、Masud Khan

1
、高橋真理子

1
、

田村 幸彦
1
、若林 則幸

3
、大谷 啓一

1,4

（
1
医科歯科大 院医歯 硬組織薬理、

2
医科歯科大 院医歯 小児歯科、

3
医科歯科大 院医歯 部分床義歯補綴、

4
放送大）

SS14-2：骨芽細胞分化におけるBMPシグナルと NFκBシグナルのクロストーク

古株彰一郎
1
、土屋 平田 志津

1,2
、福島 秀文

3
、杉山 悟郎

1
、片桐 岳信

4
、

自見英治郎
1
（

1
九歯大 分子情報生化、

2
九歯大 保存治療、

3
福歯大 細胞

生理、
4
埼医大 ゲノム 病態生理）

SS14-3：骨細胞による破骨細胞分化に対する負の制御

佐藤 卓也、林田千代美、羽毛田慈之（明海大 歯 口腔解剖）

SS14-4：破骨細胞と骨芽細胞の分化を制御する RANKL信号伝達

中村美どり
1
、古屋優里子

2
、保田 尚孝

3
、宇田川信之

1

（
1
松歯大 生化、

2
オリエンタル酵母 長浜研、

3
オリエンタル酵母 バイ

オ）

SS14-5：破骨細胞の前駆細胞形成における骨芽細胞と炎症性刺激の役割

髙見 正道
1
、榎本 拓哉

2
、山本 松男

2
、上條竜太郎

3

（
1
昭大 歯 歯科薬理、

2
昭大 歯 歯周病、

3
昭大 歯 口腔生化）

サテライトシンポジウム 15

「TRPチャネルからみた口腔顎顔面領域の機能」

日時：9月 25 日（木）13：00〜15：00

会場：H会場（402＋403）

オーガナイザー：城戸 瑞穂（九大 院歯 分子口腔解剖）

篠田 雅路（日大 歯 生理）

SS15-1：口腔粘膜上皮メインテナンスに関わる温度感受性 TRP チャネル

城戸 瑞穂、合島怜央奈、木附 智子、張 旌旗、大崎 康吉

（九大 院歯 分子口腔解剖）

SS15-2：Odontoblast hydrodynamic receptor theory：TRP チャネルによって仲介さ

れる象牙質痛覚発現機構

澁川 義幸、佐藤 正樹、木村 麻記、小島 佑貴、東川明日香、

小倉 一宏、望月 浩幸、田崎 雅和（東歯大 生理）

16



SS15-3：オイゲノールによる鎮痛作用メカニズムの解明

吉田 卓史
1
、高橋かおり

2
、若森 実

1

（
1
東北大 院歯 歯科薬理、

2
東北大 歯）

SS15-4：TRP チャネルの口腔顎顔面領域における疼痛調節機構

篠田 雅路、大原 絹代、浦田健太郎、鈴木 安住、岩田 幸一

（日大 歯 生理）

■ ランチョンセミナー

ランチョンセミナー 1 (共催：味の素株式会社)

｢世界が注目する/うま味（UMAMI）5―その医療への活用を探る｣

日時：9月 26 日（金）11：45〜12：45

会場：B会場（409＋410）

座長：二ノ宮祐三（九大 院歯 口腔機能解析）

LS1-1：うま味研究最前線

畝山 寿之（味の素 イノベーション研）

LS1-2：うま味の歯科医療への活用

笹野 高嗣、佐藤しづ子、庄司 憲明（東北大 歯 口腔診断）

ランチョンセミナー 2 (共催：株式会社トランスジェニック)

「分子イメージングの可能性：歯学分野での応用と今後の展望」

日時：9月 26 日（金）11：45〜12：45

会場：G会場（414）

座長：濱藤 徹郎（株式会社トランスジェニック）

LS2：分子イメージングの可能性：歯学分野での応用と今後の展望

江國 大輔（岡大 病院 予防歯科）
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ランチョンセミナー 3 (主催：エルゼビア・ジャパン株式会社)

｢若手研究者のための Author Workshop：学術論文作成の基本

と英語らしい論文の書き方｣

日時：9月 26 日（金）11：45〜12：45

会場：D会場（411）

座長：大島 勇人 (新大 院医歯 硬組織形態、J.Oral Biosci.誌編集長)

LS3：若手研究者のためのAuthorWorkshop：学術論文作成の基本と英語らしい論文

の書き方

大島 勇人（新大 院医歯 硬組織形態、J. Oral Biosci. 誌編集長）

18



█ 一般演題（口演）

9月 26 日（金）9：00〜9：40 C 会場（404〜406）

破骨細胞 1 座長：高橋 直之（松歯大 総歯研 硬組織疾患）

O1-C1
Syk の分解を介した β1-3 グルカンによる破骨細胞分化制御機構

○有吉 渉1、沖永 敏則1、西原 達次1（1九歯大 感染分子生物）

O1-C2

新たなCCN2 結合因子DCL-1 の破骨細胞分化における役割

○青山 絵理子1、星島 光博1、服部 高子2、久保田 聡1、滝川 正春1,2（1岡大 歯 先端領域研究セ、2岡大 院医歯

薬 口腔生化）

O1-C3
ユビキチンリガーゼSCF/β-TRCPは、脱ユビキチン化酵素CYLDの量的制御を介し破骨細胞分化を制御する

○福島 秀文1、長岡 良礼1、永嶌 勝之1、鍛治屋 浩1、岡本 富士雄1、岡部 幸司1（1福歯大 細胞生理）

O1-C4
破骨細胞におけるポドソームの形成に関与するタンパク質の同定とその機能解析

○岩竹 真弓1、岡元 邦彰1、筑波 隆幸1（1長大 院医歯薬 歯科薬理）

9 月 26 日（金）9：40〜10：10 C 会場（404〜406）

骨代謝 1 座長：青木 和広（医科歯科大 院医歯 硬組織薬理）

O1-C5

ビスホスホネート製剤による破骨細胞の形成阻害のプレニル化物質による回復作用

○長岡 良礼1,2、鍛治屋 浩1、佐々木 三奈1,2、永沼 香織2、永嶌 勝之1,2、岡本 富士雄1、福島 秀文1、岡部 幸司1

（1福歯大 細胞生理、2福歯大 口腔外科）

O1-C6

アレンドロネート連日投与中・投与中止後における骨の細胞群における組織化学的変化

○坪井 香奈子1,2、佐々木 宗輝1,3、長谷川 智香1、虎谷 彌1、織田 公光4、北川 善政2、網塚 憲生1（1北大 院歯

硬組織、2北大 院歯 口腔内科、3長大 院医歯 インプラント、4新大 院医歯 口腔生化）

O1-C7

ミノドロン酸の同位体顕微鏡を用いた骨組織分布の観察と骨の細胞群に対する影響

○佐々木 宗輝1,2、本郷 裕美2、小林 幸雄3、圦本 尚義3、網塚 憲生2（1長大 院医歯薬 口腔インプラント、2北大

院歯 硬組織発生生物、3北大 創成科学研 IIL3）

9 月 26 日（金）10：10〜10：50 C 会場（404〜406）

骨芽細胞 座長：片桐 岳信（埼医大 ゲノム研究セ）

O1-C8

オステオポンチンは LMW-PTP を介して骨芽細胞の生理的応答性に影響を与える

○楠山 譲二1,2、坂東 健二郎2、大西 智和2、仙波 伊知郎1、松口 徹也2（1鹿大 院医歯 口腔病理解析、2鹿大 院

医歯 口腔生化）

O1-C9
細胞外無機リン酸はDmp1 の発現を誘導し骨細胞分化を促進する

○西野 仁1,2、道上 敏美1（1大阪府立母子保健総合医療セ研 環境影響、2阪大 院歯 口腔外科一）

O1-C10

MC3T3-E1 細胞において、MTAは ATF6を介して石灰化を促進させる

○前田 豊信1、鈴木 厚子1、湯澤 仁1、阿部 匡聡2、加藤 靖正1（1奥羽大 歯 口腔機能分子生物、2奥羽大 歯 口

腔機能分子生物）

O1-C11
機械的伸展刺激により縫合部組織において変化する細胞増殖ならびに分化関連因子の検討

○池亀 美華1、服部 淳彦2、河井 まりこ1、山本 敏男1（1岡大 院医歯薬 口腔形態、2医科歯科大 教養 生物）

9 月 26 日（金）10：50〜11：30 C 会場（404〜406）

骨代謝 2 座長：髙見 正道（昭大 歯 歯科薬理）

O1-C12
骨芽細胞に対する圧縮刺激により分泌される IL-33 を介した破骨細胞分化抑制メカニズム

○清宮 弘康1,2、有吉 渉1、沖永 敏則1、西原 達次1（1九歯大 感染生物、2九歯大 顎顔面外科）

O1-C13

チャーガマッシュルーム水抽出エキスの経口投与によるラット大腿骨欠損部位の修復に及ぼす影響

○AldartsogtDolgorsuren1、山下 菊治1、Dalkhsuren Shine-od1、角田 佳折1、関 伸一郎1、北村 清一郎1（1徳大 院

HBS 口腔顎顔面形態）
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O1-C14

副甲状腺ホルモン(PTH)間歇投与の投与量・投与頻度の違いによる骨の細胞群の変化について

○山本 知真也1、長谷川 智香1、佐々木 宗輝2、虎谷 彌1、織田 公光3、網塚 憲生1（1北大 院歯 硬組織、2長大

院医歯薬 口腔インプラント、3新大 院医歯 生化）

O1-C15

副甲状腺ホルモン投与ならびに授乳期・カルシウム欠乏食で誘導される骨細胞周囲の骨基質解析について

○本郷 裕美1、佐々木 宗輝2、斎藤 雅美3、虎谷 彌1、宇田川 信之4、網塚 憲生1（1北大 院歯 硬組織、2長大 院

医歯薬 口腔インプラント、3ブルカー AXS、4松歯大 口腔生化）

9 月 26 日（金）9：00〜9：40 D会場（411）

解剖 座長：影山 幾男（日歯大 新潟生命歯 解剖�）

O1-D1
咀嚼筋の下顎骨への付着形態獲得プロセス

○山本 将仁1、北村 啓1、山根 茂樹1、梅澤 貴志1、阿部 伸一1（1東歯大 解剖）

O1-D2

CT画像計測法を用いた無歯顎症例における上顎洞の容積

○高橋 雄輔1、一條 幹史1、土屋 真人1、渡辺 孝夫1、熊坂 さつき2、高橋 常男1（1神歯大 院 3次元画像解剖、
2駒大）

O1-D3
切歯管周囲の骨内部構造〜三次元立体構築像を用いた定量的評価〜

○福田 真之1、松永 智1、大峰 悠矢1、笠原 正彰1、小高 研人1、阿部 伸一1（1東歯大 解剖）

O1-D4
ヒト舌骨の 3次元画像解剖学的検討−下顎骨形態との相関−

○一條 幹史1、土屋 真人1、高橋 雄輔1、高橋 常男1（1神歯大 院 3次元画像解剖）

9 月 26 日（金）9：40〜10：10 D 会場（411）

筋 座長：佐藤 巌（日歯大 生命歯 解剖）

O1-D5
間葉系細胞の共培養が骨格筋筋芽細胞のMHCに与える影響

○梅澤 貴志1、芹川 雅光1、山根 茂樹1、阿部 伸一1（1東歯大 解剖）

O1-D6

Grocho/TLE はMyoDの転写活性を調節し筋分化を制御する

○古株 彰一郎1、杉山 悟郎1、佐藤 毅2、依田 哲也2、片桐 岳信3、自見 英治郎1（1九歯大 分子情報生化、2埼医大

医 口腔外科、3埼医大 ゲノム医学研究セ 病態生理）

O1-D7
β2アドレナリン受容体刺激による咬筋肥大に対する cAMP活性化因子 Epacの役割

○大貫 芳樹1、梅木 大輔1、奥村 敏1（1鶴見大 歯 生理）

9 月 26 日（金）10：10〜10：50 D 会場（411）

老化・病態 座長：田沼 順一（朝日大 歯 口腔病理）

O1-D8
老化の病態の根底に生物学的事象

○Bhawal Ujjal1（1日大 松戸歯 生化・分子生物）

O1-D9

N-BPs は alkyl 型・heterocyclic 型を問わずリン酸トランスポーター SLC20/34 を介して細胞内に取り込まれ炎症壊死

を起こす

○佐藤 衣莉1,2、土谷 昌広1,3、木山 朋美1、大泉 丈史1、山口 晃史1、菅原 俊二1、遠藤 康男1（1東北大 院歯 口

腔分子制御、2東北大 病院、3東北福祉大）

O1-D10
Interleukin-17刺激により誘導された滑膜細胞の生物学的活性の解明

○櫻井 拓真1,2、有吉 渉1、沖永 敏則1、西原 達次1（1九歯大 感染生物、2九歯大 顎顔面外科）

O1-D11

免疫調節膜表面分子 Tim-3 の破骨細胞での発現と炎症性骨破壊制御

森山 加奈子1,3、久木田 明子2、上原 範久1、張 旌旗1、久本 由香里1、高橋 一郎3、○久木田 敏夫1（1九大 院歯

分子口腔解剖、2佐賀大 医 微生物、3九大 院歯 矯正）
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9 月 26 日（金）10：50〜11：30 D 会場（411）

特色ある教育 座長：東城 庸介（北医大 歯 大学教育開発セ）

O1-D12
歯科基礎医学教育におけるメモリーツリーを用いたチーム基盤型学習システム

○葛城 啓彰1（1日歯大 新潟生命歯 微生物）

O1-D13
3D-CT画像を併用した解剖学教育と社会貢献

○高橋 常男1（1神歯大 院 三次元画像解剖）

O1-D14
歯学部薬理学教育における学生主体型ロールプレイの有用性

○山崎 純1、柳田 俊彦2（1福歯大 分子機能制御、2宮崎大 医 臨床薬理）

O1-D15
災害医療歯科学講座の役割

○山田 良広1（1神歯大 院災害医 法医歯科）

9 月 26 日（金）9：00〜9：30 E 会場（412）

発生・分化 1 座長：吉子 裕二（広大 院医歯薬保 硬組織代謝生物）

O1-E1
味蕾と唾液腺に分化する多能性上皮幹細胞の局在領域の同定

○太田 正人1,2（1日女大 家政 食物 食物生物、2医科歯科大 院医歯 分子発生）

O1-E2
Shh シグナリングとWnt シグナリングの相互関係が口唇の癒合に果たす役割

○黒坂 寛1（1ストワーズ医学研）

O1-E3
歯周靭帯形成を解析するための in vivoモデルの構築

○吉本 由紀1、宿南 知佐1（1広大 院医歯薬保 生体分子機能）

9 月 26 日（金）9：30〜10：10 E 会場（412）

エピジェネティックス 座長：安彦 善裕（北医大 歯 臨床口腔病理）

O1-E4

ヒストンメチル化酵素 G9aによる間葉系細胞の増殖と分化の調節

○出野 尚1,3、島田 明美1、上運天 太一2、和田 悟史2、小松 浩一郎1、中村 芳樹2、安倍 真澄3、中島 和久1、

二藤 彰1,3（1鶴見大 歯 薬理、2鶴見大 歯 歯科矯正、3放医研 研基 C 遺伝子細胞情報）

O1-E5

腱細胞の発生分化におけるヒストンメチル化酵素 G9aの機能

○和田 悟史1、出野 尚2、島田 明美2、上運天 太一1、中島 和久2、中村 芳樹1、二藤 彰2（1鶴見大 歯 矯正、2鶴

見大 歯 薬理）

O1-E6

歯の発生分化におけるヒストンメチル化酵素の発現と機能

○上運天 太一1、出野 尚2、島田 明美2、中島 和久2、中村 芳樹1、二藤 彰1（1鶴見大 歯 矯正、2鶴見大 歯 薬

理）

O1-E7

ACTH産生腺腫で低発現を認めた miR-551bの腺腫発症への関与

○小野 信二1、岩田 武男1、水澤 典子1、岩脇 有軌2、吉本 勝彦1（1徳大 院 HBS 分子薬理、2徳大 院口腔教育

口腔顎顔面補綴）

9 月 26 日（金）10：10〜10：50 E 会場（412）

再生 座長：本田 雅規（日大 歯 解剖Ⅱ）

O1-E8

核初期化タンパク質複合体の分離法の確立

○鎌野 優弥1,2、佐伯 万騎男3、矢谷 博文2、江草 宏1（1東北大 院歯 分子・再生歯科補綴、2阪大 院歯 クラウン

ブリッジ補綴、3新大 院医歯 歯科薬理）

O1-E9
歯髄幹細胞由来スフェロイドはマトリゲル上に自発的な多分化能を示す

○肖 黎1、熊澤 康雄2、岡村 尚2（1日歯大 生命歯 薬理、2日歯大 生命歯 病院）

O1-E10
ヒト抜去歯由来幹細胞の採取組織と分離法に関する再生医療学的検討

○大浜 令1,2、須田 直人1、中原 貴2（1明海大 歯 歯科矯正、2日歯大 生命歯 発生・再生医科）
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O1-E11

骨修復に対する効果的なサイトカイン投与法と血管新生とのかかわり

○増田 智幸1、大津 圭史2、藤原 尚樹2、熊上 深香2、原田 英光2（1岩医大 歯 口腔外科、2岩医大 解剖 発生・

再生）

9 月 26 日（金）10：50〜11：30 E 会場（412）

発生・分化 2 座長：福本 敏（東北大 院歯 小児発達歯科）

O1-E12

肺魚（南米産）のアメロジェニン遺伝子の分子生物学的解析−1

○石山 巳喜夫1、三上 正人2、岡 俊哉3、中富 満城4、田畑 純5、佐藤 秋絵6、井上 孝二7、佐藤 哲二6（1日歯大

新潟生命歯 解剖 2、2日歯大 新潟生命歯 微生物、3日歯大 新潟生命歯 生物、4九歯大 頭頚部構造解析、5医科歯科

大 院医歯 硬組織構造生物、6鶴見大 歯 解剖組織細胞、7鶴見大 歯 電顕セ）

O1-E13

肺魚（南米産）のアメロジェニン遺伝子の分子生物学的解析ー 2

○佐藤 秋絵1、井上 孝二2、石山 巳喜夫3、三上 正人4、岡 俊哉5、中富 満城6、田畑 純7、佐藤 哲二1（1鶴見大

歯 解剖組織細胞、2鶴見大 歯 電顕セ、3日歯大 新潟生命歯 解剖 2、4日歯大 新潟生命歯 微生物、5日歯大 新潟

生命歯 生物、6九歯大 頭頚部構造解析、7医科歯科大 院医歯 硬組織構造生物）

O1-E14
発生過程における骨髄間葉系幹細胞の起源

○溝口 利英1、宇田川 信之2、高橋 直之1（1松歯大 総歯研、2松歯大 口腔生化）

O1-E15
脂肪細胞分化におけるプロテインホスファターゼPP2A Cα の役割

○岡村 裕彦1、寺町 順平1、羽地 達次1（1徳大 院 HBS 口腔組織）

9 月 26 日（金）9：00〜9：30 F 会場（413）

微生物 1 座長：高橋 信博（東北大 院歯 口腔生化）

O1-F1
Streptococcus mutansにおけるマルトース代謝の解析

○佐藤 裕1、東 俊文1（1東歯大 生化）

O1-F2
ストレス環境下における Streptococcus anginosus の硫化水素産生能の増大

○佐藤 節子1、山口 泰平2、於保 孝彦2（1鹿大 病院 口腔保健、2鹿大 院医歯 予防）

O1-F3
A群レンサ球菌のヒアルロン酸分解酵素が病原性に果たす役割

○山口 雅也1、中田 匡宣1、住友 倫子1、川端 重忠1（1阪大 院歯 口腔細菌）

9 月 26 日（金）9：30〜10：00 F 会場（413）

微生物 2 座長：川端 重忠（阪大 院歯 口腔細菌）

O1-F4
緑膿菌臨床分離株における抗菌薬抵抗性と病原性との関連

○村上 圭史1、弘田 克彦1、三宅 洋一郎1（1徳大 院 HBS 口腔微生物）

O1-F5
黄色ブドウ球菌の 3組の 2成分制御系因子による class Iバクテリオシン耐性機構

○松尾 美樹1、小松澤 均1（1鹿大 院医歯 口腔微生物）

O1-F6
Veillonella tobetsuensis由来の Autoinducerの検出と精製

○眞島 いづみ1、鎌口 有秀2、宮川 博史2、藤田 真理2、中澤 太2（1北医大 院歯、2北医大 歯 微生物）

9 月 26 日（金）10：00〜10：40 F 会場（413）

神経 1 座長：舩橋 誠（北大 院歯 口腔生理）

O1-F7
口腔顔面感覚の三叉神経感覚核への入力を制御する前頭前皮質からの下行投射

○佐藤 文彦1、藤尾 隆史1、加藤 隆史1、吉田 篤1（1阪大 院歯 口腔解剖 2）

O1-F8

顎運動に関与する三叉神経運動前ニューロンへの大脳皮質一次体性感覚野からの投射とその機能との関連

○内野 勝郎1、東山 景一郎1、加藤 隆文1、佐藤 文彦1、山村 健介2、吉田 篤1（1阪大 院歯 口腔解剖 2、2新大 院

医歯 口腔生理）
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O1-F9

甘味溶液継続摂取マウスにおける鼓索神経および舌咽神経全線維束応答の解析

○安松 啓子1,2、硲 哲崇3、二ノ宮 裕三1,2（1九大 院歯 口腔機能解析、2九大 味覚嗅覚センサ研究開発セ 感覚生

理、3朝日大 歯 口腔生理）

O1-F10
カプサイシンの辛味認知およびそれに伴う自律神経系の活性化に関与する神経機構

○佐藤 元1、川上 晋平2、豊田 博紀1、齋藤 充1、河野 奨1、姜 英男1（1阪大 院歯 高次脳口腔機能、2森永製菓）

9 月 26 日（金）10：50〜11：20 F 会場（413）

TRPチャネル 座長：若森 実（東北大 院歯 歯科薬理）

O1-F11

温度感受性 TRPチャネル活性化による新しい口腔上皮治癒機構の解明

○合島 怜央奈1,2,3,4、大崎 康吉1、張 旌旗1、木附 智子1、村田 直久1、城戸 瑞穂1（1九大 院歯 分子口腔解剖、
2佐賀大 医 歯科口腔外科、3佐賀大 医 組織神経解剖、4日本学術振興会）

O1-F12
ケラチノサイト遊走時におけるインテグリン及び TRPV1 チャネルの関与

○宮崎 綾子1、大久保 つや子2、八田 光世2、石川 博之1、山崎 純2（1福歯大 成長発達歯、2福歯大 分子機能制御）

O1-F13

Merkel細胞は機械刺激を受容し神経伝達を行う

○東川 明日香1、小島 佑貴1、木村 麻記1、佐藤 正樹1、小倉 一宏1、望月 浩幸1、澁川 義幸1、田崎 雅和1（1東

歯大 生理）

9 月 27 日（土）9：00〜9：40 C 会場（404〜406）

骨形成 座長：宇田川 信之（松歯大 生化）

O2-C1
Sox21 による歯と骨形成への影響

○齋藤 幹1、福本 敏1（1東北大 院歯 小児発達歯科）

O2-C2

DMP1 の翻訳後修飾に関する形態学的検討

○大家 香織1,2、佐藤 淳1、宇佐美 悠3、岸野 万伸1、野田 百合1、廣瀬 勝俊1、小川 裕三1、小守 壽文4、豊澤 悟1

（1阪大 院歯 口腔病理、2阪大 院歯 口腔総合診療、3阪大 歯病院 検査、4長大 院医歯薬 細胞生物）

O2-C3

ラットの血中DMP1値の加齢に伴う変化

○佐藤 淳1、宇佐美 悠2、大家 香織1、岸野 万伸1、野田 百合1、廣瀬 勝俊1、小川 裕三1、小守 壽文3、豊澤 悟1

（1阪大 院歯 口腔病理、2阪大 歯病院 検査、3長大 院医歯薬 細胞生物）

O2-C4

レジスタンス運動直後のインスリン高刺激性糖摂取は、インスリン低刺激性糖摂取に比べて骨量・骨強度を増大させる

○納富 拓也1,2,3,4、大浦 清1、野田 政樹2,3（1大歯大 薬理、2医科歯科大 難治疾患研 分子薬理、3医科歯科大

GCOE歯と骨の分子疾患科学の国際教育研究拠点、4筑波大 体育科学 運動栄養）

9 月 27 日（土）9：40〜10：20 C 会場（404〜406）

破骨細胞 2 座長：後藤 哲哉（鹿大 院医歯 歯科機能形態）

O2-C5
スフィンゴシン 1リン酸は in vitroの破骨細胞形成系において分化促進する

○天野 均1、納富 拓也1、大浦 清1（1大歯大 薬理）

O2-C6
細胞外マトリックス分子ラミニン 332 は破骨細胞形成を負に制御する

○上原 範久1、久木田 明子2、久本 由香里1、久木田 敏夫1（1九大 院歯 分子口腔解剖、2佐賀大 医 微生物）

O2-C7

骨芽細胞における Klf4 の発現は破骨細胞成熟を抑制する

○藤川 順司1,2、阿部 真土1、竹内 優斗1,3、脇坂 聡1（1阪大 院歯 口腔解剖一、2阪大 歯病院 障害者歯科治療、
3阪大 院歯 顎顔面口腔矯正）

O2-C8
PKRは歯周病における LPSおよび TNF-αによる破骨細胞形成促進の重要な因子である

○寺町 順平1、森本 景之2、岡村 裕彦1、羽地 達次1（1徳大 院 HBS 口腔組織、2産業医大 医 解剖）

23



9 月 27 日（土）10：20〜11：00 C 会場（404〜406）

骨再生・材料 座長：久保田 聡（岡大 院医歯薬 口腔生化）

O2-C9

ハニカム β-TCPを用いた細胞外微小環境再現による硬組織再生

○髙畠 清文1、辻極 秀次2、武部 祐一郎1、藤井 昌江1、河合 穂高1、于 淞1、長塚 仁1（1岡大 院医歯薬 口腔病

理、2岡山理大 理 組織病態）

O2-C10
デンタルインプラント周囲顎骨における生体アパタイト結晶配向性

○小髙 研人1、笠原 正彰1、木下 英明1、松永 智1、阿部 伸一1（1東歯大 解剖）

O2-C11

チタンが骨内定着する生化学的機構：チタン結合リン蛋白質の骨増生機能について

○久保木 芳徳1、古澤 利武2、鵜沼 英郎2、八上 公利3、滝田 裕子4、劉 闖1、蔵崎 正明1（1北大 院地球環境科学

環境適応、2山形大 院工、3松歯大 院歯、4北大 院歯）

O2-C12

抜歯即時埋入後早期咬合負荷を与えたチタンインプラント周囲骨組織の組織学的検索

○池田 欣希1,2、長谷川 智香2、織田 公光3、網塚 憲生2、横山 敦郎1（1北大 院歯 口腔機能補綴、2北大 院歯 硬

組織、3新大 院歯 口腔生化）

9 月 27 日（土）9：00〜9：40 D会場（411）

シグナル伝達 座長：竹内 弘（九歯大 口腔応用薬理）

O2-D1
細胞接着分子CD44 が規定する血管内皮細胞増殖制御機構

○常木 雅之1（1イェール大 医 病理）

O2-D2

グルタミン酸による象牙芽細胞-象牙芽細胞間シグナル伝達

○西山 明宏1、佐藤 正樹2、木村 麻記2、田崎 雅和2、片倉 朗2、澁川 義幸2（1東歯大 オーラルメディシン・口腔

外科、2東歯大 生理）

O2-D3

Smad8 は BMPシグナルの新しいタイプの制御因子である

○片桐 岳信1、藤本 舞1、大澤 賢次1、自見 英治郎2、古株 彰一郎1,2（1埼医大 ゲノム 病態生理、2九歯大 分子

情報生化）

O2-D4
Smad4 MH1ドメインとNF-kBp65 サブユニット TA2ドメインの相互作用

○杉山 悟郎1、古株 彰一郎1、多田 幸代1、自見 英治郎1（1九歯大 分子情報生化）

9 月 27 日（土）9：40〜10：20 D 会場（411）

分子機能・発現 座長：自見 英治郎（九歯大 分子情報生化）

O2-D5
新規分子PRIPによる細胞移動調節

○浅野 智志1、兼松 隆1（1広大 院医歯薬保 細胞分子薬理）

O2-D6
エピプロフィンによる上皮細胞増殖制御機構

○中村 卓史1,2、福本 敏1（1東北大 院歯 小児発達歯、2東北大 院歯 歯学イノベーションリエゾンセ）

O2-D7
マウスケラチノサイトにおけるCLCA遺伝子の発現調節因子

○廣松 亮1、八田 光世2、坂上 竜資1、山崎 純2（1福歯大 口腔治療、2福歯大 分子機能制御）

O2-D8
前駆脂肪細胞におけるD-dopachrome tautomerase 遺伝子の転写調節

○岩田 武男1、栗林 恭子2、吉本 勝彦1（1徳大 院 HBS 分子薬理、2徳大 院 HBS 口腔顎顔面矯正）

9 月 27 日（土）10：20〜11：00 D 会場（411）

関節・軟骨 1 座長：西村 理行（阪大 院歯 生化）

O2-D9

Tet-offシステムを用いたBMP受容体 ALK2発現 ES細胞の樹立と機能解析

○藤本 舞1,2、大澤 賢次1、宮本 阿礼1、古株 彰一郎1、須田 直人2、片桐 岳信1（1埼医大 ゲノム 病態生理、2明

海大 歯 歯科矯正）

O2-D10

Cbfbは軟骨細胞分化・増殖および骨芽細胞分化に必要である

○秦 昕
1、松尾 友紀1、姜 晴1、森石 武史1、六反田 賢1,2、宮崎 敏博1、小守 壽文1（1長大 院医歯薬 細胞生物、

2長大 院医歯薬 口腔腫瘍治療）
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O2-D11
22q11.2 欠失症候群の頭蓋底軟骨分化に関わるDgcr2 遺伝子機能の解析

○梶原 景正1（1東海大 医 基礎医）

O2-D12
マウス下顎頭軟骨発生過程におけるPerlecan, DMP-1 およびMEPEの発現に関する研究

○藤川 芳織1、田巻 玉器1、守田 剛1、柴田 俊一1（1医科歯科大 院医歯 顎顔面解剖）

9 月 27 日（土）9：00〜9：40 E 会場（412）

炎症 座長：菅原 俊二（東北大 院歯 口腔分子制御）

O2-E1
ナノ粒子によるマクロファージ炎症の解析 1

○古澤 慧美1、小笠原 康悦1（1東北大 院歯 難治・口腔免疫）

O2-E2
ナノ粒子によるマクロファージ炎症の解析 2

○小笠原 康悦1、古澤 慧美1（1東北大 院歯 難治・口腔免疫）

O2-E3

Streptococcus sanguinisによるNLRP3 インフラマゾームの活性化

○佐伯 歩1、杉山 正博1、長谷部 晃1、中澤 太2、柴田 健一郎1（1北大 院歯 口腔分子微生物、2北医大 歯 微生

物）

O2-E4
β-1,3 glucan のインフラマソーム活性制御メカニズムについて

○沖永 敏則1、有吉 渉1、西原 達次1（1九歯大 感染分子）

9 月 27 日（土）9：50〜10：20 E 会場（412）

免疫応答 1 座長：小笠原 康悦（東北大 院歯 加齢生体防御）

O2-E5
窒素含有 bisphosphonates による TLR4 リガンド誘導 IL-1β産生の増加に与えるSmad3 活性化の影響

○玉井 利代子1、清浦 有祐1（1奥羽大 歯 口腔病態解析制御）

O2-E6
Porphyromonas gingivalisによるヒト歯肉上皮細胞の LL-37 発現誘導は IL-33 により下方制御される

○多田 浩之1、松下 健二2、高田 春比古1（1東北大 院歯 口腔微生物、2国立長寿セ）

O2-E7
A群レンサ球菌CAMPファクターのマクロファージに対する病原性解析

○小田 真隆1、黒澤 美絵1、土門 久哲1、寺尾 豊1（1新大 院医歯 微生物）

9 月 27 日（土）10：30〜11：00 E 会場（412）

免疫応答 2 座長：小田 真隆（新大 院医歯 微生物感染症）

O2-E8

脂質代謝異常におけるマクロファージのリゾリン脂質アシル転移酵素群の役割

○谷口 広祐1,3、引地 尚子2、沖永 敏則3、西原 達次3（1九歯大 顎顔面外科、2九歯大 口腔機能支援、3九歯大 感

染生物）

O2-E9
新規抑制性共刺激分子 VITSA の T細胞依存的あるいは非依存的免疫応答における役割解析

○大野 建州1、東 みゆき1（1医科歯科大 院医歯 分子免疫）

O2-E10
舌背および歯肉上皮の有棘細胞に恒常的に認められる免疫抑制 B7-H1 分子発現

○康 思雯
1、大野 建州1、東 みゆき1（1医科歯科大 院医歯 分子免疫）

9 月 27 日（土）9：00〜9：40 F 会場（413）

微生物 3 座長：葛城 啓彰（日歯大 新潟生命歯 微生物）

O2-F1

歯周病減細菌ゲノム情報から紐解く細菌の競合・協調的相互作用

○丸山 史人1、渡辺 孝康2、遠藤 亜希子2、和泉 雄一2、中川 一路1（1京大 院医 微生物感染症、2医科歯科大 院

医歯 歯周病）

O2-F2

歯周病原性細菌の新規オリゴペプチダーゼ：基質特異性と分子集合性

○根本 孝幸1、根本 優子1、小野 俊雄1、下山 佑2、木村 重信2（1長大 院医歯薬 口腔分子生化、2岩医大 分子微

生物）
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O2-F3
歯周病原性細菌 Porphyromonas gingivalisの第三の線毛に関する研究

○永野 恵司1、吉田 康夫1、長谷川 義明1、吉村 文信1（1愛院大 歯 微生物）

O2-F4
口腔Actinomyces 属および口腔Rothia 属細菌用遺伝子改変システムの開発

○真下 千穂1、南部 隆之1、円山 由郷1、山根 一芳1、山中 武志1、福島 久典1（1大歯大 細菌）

9 月 27 日（土）9：40〜10：20 F 会場（413）

歯周組織 1 座長：城戸 瑞穂（九大 院歯 分子口腔解剖）

O2-F5
歯周炎における TLRシグナル抑制因子の解析

○土門 久哲1、小田 真隆1、寺尾 豊1（1新大 院医歯 微生物）

O2-F6
飽和脂肪酸が歯周病の病態形成に関与する可能性

○四釜 洋介1、工藤 保誠2、石丸 直澄2、船木 真理1（1徳大 病院 糖尿病対策セ、2徳大 院HBS 口腔分子病態）

O2-F7

口腔粘膜の角化におけるフィラグリンとカスパーゼ 14 の役割

○村上 弘1、有田 晴一1、岡村 和彦2、八田 光世3、丸尾 直樹1、坂上 竜資1、山崎 純3（1福歯大 口腔治療、2福

歯大 病態構造、3福歯大 分子機能制御）

O2-F8

αklotho-/-マウスおよび kl/kl マウスの下顎臼歯部歯周組織における組織化学的解析

○彦根 久美子1,2、長谷川 智香1、佐々木 宗輝3、本郷 裕美1、土屋 恵李佳1,4、虎谷 彌1、織田 公光5、飯田 順一

郎2、網塚 憲生1（1北大 院歯 硬組織発生生物、2北大 院歯 歯科矯正、3長大 院医歯薬 口腔インプラント、4北大

院歯 口腔内科、5新大 院歯 口腔生化）

9 月 27 日（土）10：20〜10：50 F 会場（413）

歯周組織 2 座長：坂倉 康則（北医大 歯 解剖）

O2-F9
脳由来神経栄養因子は歯肉上皮細胞の p-75-JNKシグナルカスケードを介してアポトーシスを誘導する

○柏井 桂1、藤田 剛1、柴 秀樹1、栗原 英見1（1広大 院医歯薬保 歯周病態）

O2-F10
ラット歯周組織の弾性系線維にみられる部位差とその意義

○井上 孝二1、原 矢委子2、佐藤 哲二2（1鶴見大 歯 電顕セ、2鶴見大 歯 解剖・組織細胞）

O2-F11
オキシタラン線維形成における歯原性上皮細胞の関与

○吉良 迪子1,2、板家 智1、尾崎 正雄1、岡 暁子1、沢 禎彦2（1福歯大 成育小児歯、2福歯大 機能構造）

9 月 27 日（土）9：00〜9：40 G 会場（414）

歯牙・歯髄 座長：江尻 貞一（朝日大 歯 口腔解剖）

O2-G1
歯の動きと周期性、そして Zahnreihe

○小澤 幸重1（1触れてみる骨と歯の訪問研究室）

O2-G2
ヒトの未咬耗の正中歯におけるエナメル質の組織構造と元素組成について

○高橋 正志1、後藤 真一2（1日歯大 新潟短大、2日歯大 新潟生命歯 理工）

O2-G3

マウス臼歯における三種混合抗菌性薬剤と水酸化カルシウムセメント覆髄に対する感染歯髄の反応

○Quispe Salcedo Angela1、佐藤 拓一2、松山 順子3、大島 勇人1（1新大 院医歯 硬組織形態、2東北大 院歯 口

腔生化、3新大 院医歯 小児歯科）

O2-G4
乳歯歯髄幹細胞由来組織再生因子を応用した間質性肺炎治療効果の検証

○若山 博隆1、山本 朗仁1、石川 純1、山口 聡1、上田 実1（1名大 院医 顎顔面外科）
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9 月 27 日（土）9：50〜10：20 G 会場（414）

象牙質・象牙芽細胞 座長：高野 吉郎（医科歯科大 院医歯 硬組織構造生物）

O2-G5
象牙質シアロタンパク質(DSP)および象牙質リンタンパク質(DPP)と象牙質中の TGF-β1 の相互作用について

○山越 康雄1、木下 冴子2、唐木田 丈夫1、大井田 新一郎1（1鶴見大 歯 分子生化、2鶴見大 歯 小児歯科）

O2-G6
炎症性サイトカインによる象牙芽細胞様細胞における分化マーカー発現誘導に関する研究

○中川 愛加1,2、沖永 敏則1、有吉 渉1、北村 知昭2、西原 達次1（1九歯大 感染生物、2九歯大 口腔保存）

O2-G7
細胞分裂期の象牙芽細胞における IFT88の役割

○河田 かずみ1、竹田 扇1（1山梨大 院医工 解剖細胞生物）

9 月 27 日（土）10：20〜11：00 G 会場（414）

唾液・唾液腺 座長：吉垣 純子（日大 松戸歯 生理）

O2-G8
ラットの唾液腺分泌型 IgA への運動による影響

○栗本 勇輝1、山本 裕子1、東 雅啓1、猿田 樹理1、槻木 恵一1（1神歯大 院 環境病理）

O2-G9
耳下腺および膵外分泌腺アミラーゼ開口分泌におけるMARCKSシグナリングの関与

○佐藤 慶太郎1、成田 貴則2、杉谷 博士2（1獨協医大 医 生理、2日大 生物資源 獣医生化）

O2-G10
生体内イメージングによる開口分泌におけるアクチン重合機構の解析

○設楽 彰子1、田隈 泰信2（1米国立衛生研 歯科・頭蓋顔面研 膜輸送、2北医大 歯 生化）

O2-G11

唾液腺由来 BDNFの全身への移行についての検討 -第 1報-

○東 雅啓1、猿田 樹理1、杉本 昌弘1,2、近藤 裕介1,3、林 隆司1、山本 裕子1、清水 智子1、栗本 勇輝1、

斎藤 一郎4、槻木 恵一1（1神歯大 院 環境病理、2慶応大 先端生命科学研、3東海大 医 病理診断、4鶴見大 歯

病理）

9 月 27 日（土）13：30〜14：00 D 会場（411）

関節・軟骨 2 座長：上條 竜太郎（昭大 歯 口腔生化）

O2-D13

軟骨特異的CCN3過剰発現は軟骨の最終分化の遅延だけでなく、変形性関節症を誘発する

○服部 高子1、大野 充昭2、星島 光博1,3、角谷 宏一4、窪木 拓男2、滝川 正春3（1岡大 院医歯薬 口腔生化、2岡

大 院医歯薬 インプラント再生補綴、3岡大 歯 先端領域、4岡大 歯）

O2-D14
ビタミン A・レチノイン酸の過剰・欠乏がマウス成長板軟骨の septoclastに及ぼす影響

○坂東 康彦1、坂下 英1、崎山 浩司1、天野 修1（1明海大 歯 解剖）

O2-D15
液状飼料飼育による成長期ラット顎関節軟骨の変化に関する組織学的・免疫組織化学的研究

○上北 広樹1,2、高橋 茂2、加藤 剛士2、土門 卓文2（1北大 院歯 リハビリ補綴、2北大 院歯 口腔機能解剖）

9 月 27 日（土）13：30〜14：00 E 会場（412）

歯の発生 座長：原田 英光（岩医大 解剖 発生・再生）

O2-E11
マウス切歯 apical budおよび臼歯発生過程における BrdU label-retaining cells（LRCs）と幹細胞マーカー発現との関係

○石川 裕子1、大島 勇人2（1新大 院医歯 口腔生命福祉、2新大 院医歯 硬組織形態）

O2-E12
マウス臼歯歯胚の発生におけるヒアルロン酸合成酵素（HAS）の発現

○守田 剛1、田巻 玉器1、藤川 芳織1、柴田 俊一1（1医科歯科大 院医歯 顎顔面解剖）

O2-E13

生後マウス切歯 apical budにエナメル結節様構造が恒久的に維持されている

○中富 千尋1、中富 満城2、齋藤 幹3、原田 英光4、大島 勇人5（1九歯大 分子情報生化、2九歯大 頭頸部構造解析、
3東北大 院歯 小児歯科、4岩医大 発生生物・再生医学、5新大 院医歯 硬組織形態）
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9 月 27 日（土）13：30〜14：10 F 会場（413）

神経 2 座長：井上 富雄（昭大 歯 口腔生理）

O2-F12

レム睡眠中の錐体路電気刺激に対する開口筋の応答特性

○東山 亮1、加藤 隆史2、佐藤 文彦2、矢谷 博文1、吉田 篤2（1阪大 院歯 クラウンブリッジ補綴、2阪大 院歯

解剖 2）

O2-F13

PRIP-1/2ダブルノックアウトマウスのバレル皮質第 3層錐体細胞におけるCICR及び SOCEの増強のメカニズム

○河野 奨1、齋藤 充1、佐藤 元1、豊田 博紀1、兼松 隆2、平田 雅人3、姜 英男1（1阪大 院歯 口腔生理、2広大

院医歯薬 歯科薬理、3九大 院歯 口腔細胞工学）

O2-F14
補酵素テトラヒドロビオプテリンのサルベージ経路前駆体セピアプテリンの末梢投与による、脳内補酵素の導入

○大橋 晶子1、内藤 昌子1、高橋 富久1（1日大 歯 解剖 I）

O2-F15
オトガイ神経損傷に伴う三叉神経節における非神経細胞の動態

○角野 公紀1、本間 志保1、脇坂 聡1（1阪大 院歯 口腔解剖一）

9 月 27 日（土）13：30〜14：10 G 会場（414）

薬理作用・代謝 座長：兼松 隆（広大 院医歯薬保 細胞分子薬理）

O2-G12

第一世代抗ヒスタミン薬の鎮痛効果

○高橋 萌1、島 和弘2,3、土谷 昌広2,4,5、渡邉 誠5、菅原 俊二2、遠藤 康男2（1東北大 歯 6年、2東北大 院歯 口

腔分子制御、3東北大 院歯 顎口腔矯正、4東北大 院歯 口腔診断、5東北福祉大）

O2-G13

窒素含有 bisphosphonates（N-BPs）の炎症壊死作用：LPS による増強

○鈴木 飛佳理1,2、島 和弘1,4、佐藤 衣莉1,3、山口 晃史1、大泉 丈史1、菅原 俊二1、高橋 哲2、遠藤 康男1（1東北

大 院歯 口腔分子制御、2東北大 院歯 顎顔面・口腔外科、3東北大 病院、4東北大 院歯 顎口腔矯正）

O2-G14

オステオカルシン経口投与時の体内動態と糖代謝への作用

○溝上 顕子1、安武 雄1,3、東 泉2、川久保-安河内 友世1、高橋 一郎3、竹内 弘2、平田 雅人1（1九大 院歯 口腔

細胞工学、2九歯大 応用薬理、3九大 院歯 矯正）

O2-G15

C2C12 筋管における糖取り込みのオステオカルシンによる修飾

○柄 慎太郎1,2、青沼 史子1,2、細川 隆司2、平田 雅人3、竹内 弘1（1九歯大 口腔応用薬理、2九歯大 口腔再建リハ

ビリ、3九大 院歯 口腔細胞工学）
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█ 一般演題（ポスター）

9月 26 日（金）ポスター会場（203〜204）

学部学生ポスター

P1-1
酸刺激で活性化した TRPV1 チャネルに対するEugenol の鎮静作用メカニズムの解明

○高橋 かおり1、吉田 卓史2、若森 実2（1東北大 歯、2東北大 院歯 歯科薬理）

P1-2

象牙芽細胞における酸・機械刺激誘発性Ca2+流入は amiloride で抑制される

○倉澤 馨1、佐藤 正樹2、木村 麻記2、小島 佑貴2、東川 明日香2、小倉 一宏2、望月 浩幸2、隝田 みゆき2、

澁川 義幸2、田崎 雅和2（1東歯大 学生、2東歯大 生理）

P1-3
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌の口腔内定着を阻害する口腔内細菌の探索

○泉 彩夏1、松尾 美樹2、小松澤 均2（1鹿大 歯 5年、2鹿大 院医歯 口腔微生物）

P1-4
pHで活性化される TRPV1 チャネルの電気生理学的解析

○宮本 英欧1、荒木 健太朗1、若森 実1（1東北大 院歯 歯科薬理）

P1-5
骨組織における組織非特異型アルカリフォスファターゼ（TNALP）と ENPP1 の免疫組織化学的解析

○小林 博和1、本郷 裕美2、織田 公光3、網塚 憲生2（1北大 歯、2北大 院歯 硬組織、3新大 院歯 口腔生化）

P1-6

象牙芽細胞後期分化過程でのOsterix 過剰発現は、象牙芽細胞の成熟を抑制し基質産生能を低下させる

○井上 真愛弥1、宮崎 敏博2、馬場 友巳3、小守 壽文2（1長大 歯、2長大 院医歯薬 細胞生物、3長大 院医歯薬

口腔分子生化）

P1-7
唾液腺再生モデルにおけるサチライシン様前駆体蛋白質変換酵素の発現誘導

○嶺岸 誠1,2、赤松 徹也1、姚 陳娟1、長谷川 敬展1、吉村 弘1（1徳大 院HBS 口腔分子生理、2徳大 歯 4年）

P1-8

Porphyromonas gingivalis（P.g.)歯性感染は非アルコール性脂肪性肝炎の病態を進行させる ―P.g. 感染や P.g.-LPSが

肝細胞に及ぼす影響―

○平田 真弓1、古庄 寿子2、宮内 睦美2、高田 隆2（1広大 歯、2広大 院医歯薬保 口腔顎顔面病理病態）

P1-9
ヒト迷走神経下神経節と咽頭の神経支配

○浦田 悠輔1、佐藤 匡1、岡島 多翔幸1、南野 雅一1、清水 良央1、市川 博之1（1東北大 院歯 口腔器官構造）

優秀ポスター賞 解剖学/組織・発生学

P1-10
ラットの根分岐部形成に関する組織学的研究

○大澤 枝里1、山崎 高希2、山本 仁2、新谷 誠康1（1東歯大 小児歯科、2東歯大 組織・発生）

P1-11

アレンドロネート連日投与中・投与中止後における骨の細胞群における組織化学的変化

○坪井 香奈子1,2、佐々木 宗輝1,3、長谷川 智香1、虎谷 彌1、織田 公光4、北川 善政2、網塚 憲生1（1北大 院歯

硬組織、2北大 院歯 口腔内科、3長大 院医歯 インプラント、4新大 院医歯 口腔生化）

P1-12
歯原性上皮細胞におけるCa2＋を介した細胞接着メカニズム及び分化に及ぼす影響について

○宮崎 佳奈子1、吉崎 恵悟1、新井 智映子1、張 麗麗1、韓 雪1、春山 直人1、高橋 一郎1（1九大 院歯 歯科矯正）

P1-13
ラット歯・歯周組織における formyl peptide receptor 2（Fpr2)の局在

○堀部 寛治1、細矢 明宏1、平賀 徹1、中村 浩彰1（1松歯大 解剖 2）

P1-14
頭頸部骨格筋内を走行する血管と神経の距離測定

○北村 啓1、山内 真人1、山本 将仁1、山根 茂樹1、梅澤 貴志1、芹川 雅光1、阿部 伸一1（1東歯大 解剖）

P1-15
オトガイ神経損傷に伴う三叉神経節における非神経細胞の動態

○角野 公紀1、本間 志保1、脇坂 聡1（1阪大 院歯 口腔解剖一）

P1-16
マウス臼歯歯胚移植後の歯髄発生過程におけるホスト・ドナー相互作用について

○斎藤 浩太郎1、依田 浩子1、大島 勇人1（1新大 院医歯 硬組織形態）

P1-17
ラット真皮由来三次元細胞培養シートにおける石灰化物形成に対する無機リン酸イオンの効果

○陶山 大輝1、秦 省三郎1、石川 博之1、山崎 純2（1福歯大 成長発達歯、2福歯大 分子機能制御）

P1-18
コラーゲン・クロスリンクの変化が骨芽細胞、破骨細胞に及ぼす影響

○井田 貴子1、加来 賢1、北見 恩美1,2、魚島 勝美1（1新大 院医歯 生体補綴、2日本学術振興会）

P1-19

含歯性嚢胞の間葉系結合組織層が骨吸収に与える影響

○北村 尚正1、杉本 明日菜1、中川 弘2、赤澤 友基2、長谷川 智一1、岩本 勉1,2（1徳大 院HBS 小児歯、2徳大

病院 小児歯）

29



P1-20
FIB-SEMを用いた骨細胞・骨細管系の 3次元微細構造解析

○長谷川 智香1、山本 知真也1、虎谷 彌1、網塚 憲生1（1北大 院歯 硬組織）

P1-21

歯肉上皮バリア機能への TRPV4の関与

○木附 智子1,2、合島 怜央奈1,3、畠山 純子1、大崎 康吉1、張 旌旗1、城戸 瑞穂1（1九大 院歯 分子口腔解剖、2九

大 院歯 口腔顎顔面外科、3佐賀大 医 歯科口腔外科）

P1-22

骨修復に対する効果的なサイトカイン投与法と血管新生とのかかわり

○増田 智幸1、大津 圭史2、藤原 尚樹2、熊上 深香2、原田 英光2（1岩医大 歯 口腔外科、2岩医大 解剖 発生・

再生）

P1-23
HaCaT 細胞のタイト結合形成誘導による基底細胞マーカー発現の変化

○北河 憲雄1、稲井 哲一朗1（1福歯大 生体構造）

P1-24

口蓋粘膜上皮におけるタイトジャンクションのバリア機能

○塩津 範子1,2、川本 忠文3、河井 まりこ2、池亀 美華2、鳥井 康弘1、山本 敏男2（1岡大 病院 総合歯科、2岡大

院医歯薬 口腔形態、3鶴見大 歯 RI研セ）

P1-25
ShhシグナリングとWnt シグナリングの相互関係が口唇の癒合に果たす役割

○黒坂 寛1（1ストワーズ医学研）

P1-26
小後頭直筋と下頭斜筋の筋線維特性について

○山内 真人1、北村 啓1、山本 将仁1、阿部 伸一1（1東歯大 解剖）

P1-27
HaCaT 細胞におけるタイト結合形成とMitogen-Activated Protein Kinase（MAPK)

○水上 正彦1、北河 憲雄2、阿南 壽1、稲井 哲一朗2（1福歯大 歯科保存、2福歯大 生体構造）

P1-28
乳歯歯髄幹細胞の膵臓分化における硫化水素の影響

○岡田 実緒1、八重垣 健1、今井 敏夫1（1日歯大 院生命歯 衛生）

P1-29
オキシタラン線維形成における歯原性上皮細胞の関与

○吉良 迪子1,2、板家 智1、尾崎 正雄1、岡 暁子1、沢 禎彦2（1福歯大 成育小児歯、2福歯大 機能構造）

P1-30

ミノドロン酸の同位体顕微鏡を用いた骨組織分布の観察と骨の細胞群に対する影響

○佐々木 宗輝1,2、本郷 裕美2、小林 幸雄3、圦本 尚義3、網塚 憲生2（1長大 院医歯薬 口腔インプラント、2北大

院歯 硬組織発生生物、3北大 創成科学研 IIL3）

P1-31

転写抑制因子 Trps1 の関節軟骨発現制御エンハンサーの探索

○竹内 優斗1,2、阿部 真土1、藤川 順司1,3、脇坂 聡1、山城 隆2（1阪大 院歯 口腔解剖一、2阪大 院歯 顎顔面口

腔矯正、3阪大 歯病院 障害者歯科）

P1-32

歯槽骨再生を目的とするエレクトロポレーションを用いた歯周組織への遺伝子導入

○片岡 陽平1,2、河井 まりこ1、塩津 範子1,3、池亀 美華1、飯田 征二2、山本 敏男1（1岡大 院医歯薬 口腔形態、
2岡大 院医歯薬 顎口腔顔面再建外科、3岡大 病院 総合歯科）

P1-33

抜歯即時埋入後早期咬合負荷を与えたチタンインプラント周囲骨組織の組織学的検索

○池田 欣希1,2、長谷川 智香2、織田 公光3、網塚 憲生2、横山 敦郎1（1北大 院歯 口腔機能補綴、2北大 院歯 硬

組織、3新大 院歯 口腔生化）

P1-34
ヒト抜去歯由来幹細胞の採取組織と分離法に関する再生医療学的検討

○大浜 令1,2、須田 直人1、中原 貴2（1明海大 歯 歯科矯正、2日歯大 生命歯 発生・再生医科）

優秀ポスター賞 生理学

P1-35

矯正治療に伴う疼痛に対する動物モデルの薬理学的評価

○佐々木 会1、長谷川 尚哉1、坂上 宏2、天野 修3、安達 一典2、須田 直人1（1明海大 歯 矯正、2明海大 歯 薬

理、3明海大 歯 解剖）

P1-36
ラット舌癌モデルにおけるエンドセリンの初期癌性疼痛抑制機構

○古川 明彦1、篠田 雅路2、本田 訓也2、岩田 幸一2（1日大 歯 口腔外科、2日大 歯 生理）

P1-37

グルタミン酸による象牙芽細胞-象牙芽細胞間シグナル伝達

○西山 明宏1、佐藤 正樹2、木村 麻記2、田崎 雅和2、片倉 朗2、澁川 義幸2（1東歯大 オーラルメディシン・口腔

外科、2東歯大 生理）

P1-38

Merkel 細胞は機械刺激を受容し神経伝達を行う

○東川 明日香1、小島 佑貴1、木村 麻記1、佐藤 正樹1、小倉 一宏1、望月 浩幸1、澁川 義幸1、田崎 雅和1

（1東歯大 生理）

P1-39
二日酔いでの口渇感はアセトアルデヒド誘発-レニン・アンジオテンシン系の活性化により起こる

○氏原 泉1,2、人見 涼露1、小野 堅太郎1、柿木 保明2、稲永 清敏1（1九歯大 生理、2九歯大 老年障歯）

P1-40

ラットにおける口内炎誘発疼痛に対する 5-fluorouracil の影響

○山口 喜一郎1、人見 涼露1、小野 堅太郎1、原野 望1,2、左合 徹平1,2、稲永 清敏1（1九歯大 生理、2九歯大 侵

襲制御）

P1-41
末梢の代謝型グルタミン酸受容体活性化により誘発される熱および機械痛覚過敏に対する TRP channel の関与

○本田 訓也1,2、篠田 雅路1、古川 明彦2、岩田 幸一1（1日大 歯 生理、2日大 歯 口腔外科）
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P1-42
口腔内外における切開処置後の温熱および機械痛覚過敏に対する TRPV1 と TRPA1 の関与

○浦田 健太郎1、篠田 雅路2、岩田 幸一2（1日大 歯 歯科補綴 I、2日大 歯 生理）

P1-43

粉末食長期飼育はマウス糖代謝機構を障害し社会性行動の変化をもたらす

○千葉 航1,3、土谷 昌広2、渡邉 誠1、菅原 俊二3、遠藤 康男3（1東北大 院歯 加齢歯科、2東北大 院歯 口腔診

断、3東北大 院歯 口腔分子制御）

P1-44

唾液腺におけるV-ATPase の役割

○堀江 沙和1,2、中西-松井 真弓3、佐原 資謹2（1岩医大 医歯薬総合研 腫瘍生物、2岩医大 歯 病態生理、3岩医大

薬 機能生化）

P1-45

新生仔ラット大腸筋層間神経叢におけるNav1.9 ナトリウムチャネルと transient receptor potential ankyrin 1（TRPA1)

の共存

○田宮 旬子1、井出 良治1、高橋 誠之1、佐伯 周子1（1日歯大 生命歯 生理）

P1-46
上喉頭神経刺激時における開口反射と三叉神経核領域での神経伝達の変調への影響

○酒井 翔悟1、辻 光順1、真柄 仁1、辻村 恭憲1、井上 誠1（1新大 院医歯 摂食嚥下リハビリ）

P1-47

渋味溶液の舌刺激によるラット舌神経と鼓索神経の応答と温度覚との関連

○美甘 真1、兒玉 直紀2、美藤 純弘1、小橋 基1、皆木 省吾2、松尾 龍二1（1岡大 院医歯薬 口腔生理、2岡大 院

医歯薬 咬合・有床義歯補綴）

P1-48
口内炎モデルラットに発症する口腔粘膜痛に対する半夏瀉心湯の効果

○人見 涼露1、小野 堅太郎1、稲永 清敏1（1九歯大 生理）

P1-49
KK-Ay糖尿病モデルマウスにおける顎下腺の組織学的および生理学的解析

○宗政 翔1、向坊 太郎1、近藤 祐介1、正木 千尋1、中本 哲自1、細川 隆司1（1九歯大 口腔再建リハビリ）

P1-50
嚥下誘発における孤束核グルタミン酸受容体の役割

○辻村 恭憲1、辻 光順1、酒井 翔悟1、真柄 仁1、井上 誠1（1新大 院医歯 摂食嚥下リハビリ）

P1-51
ラット舌下腺における副交感神経性血流増加反応に関与するAchとVIPの相互作用

○佐藤 寿哉1、石井 久淑1（1北医大 歯 生理）

P1-52

マウス顎下腺の概日リズム

○内田 仁司1、阪井 丘芳2、斎藤 一郎1、中村 渉3（1鶴見大 歯 病理、2阪大 院歯 顎口腔機能治療、3阪大 院歯

口腔時間生物）

P1-53

象牙芽細胞のアルカリ感受性象牙質形成機構の解明

○木村 麻記1、佐藤 正樹1、小島 佑貴1、東川 明日香1、隝田 みゆき2、小倉 一宏1、望月 浩幸1、田崎 雅和1、

澁川 義幸1（1東歯大 生理、2東歯大 口腔健康臨床科学）

P1-54
CCKはマウスの苦味伝達に関与する

○進 美沙1、重村 憲徳1、高井 信吾1、安松 啓子1、二ノ宮 裕三1（1九大 院歯 口腔機能解析）

P1-55
L-ヒスチジン誘発の摂食抑制及び悪心誘発に対するノルアドレナリン作動性神経の関与

○奥舎 有加1,2、平井 喜幸1、前澤 仁志1、山崎 裕2、舩橋 誠1（1北大 院歯 口腔生理、2北大 院歯 高齢者）

P1-56
三叉神経脊髄路核尾側亜核におけるリン酸化ERKの口腔乾燥による舌痛への関与

○中谷 有香1、坪井 美行2、篠田 雅路2、岩田 幸一2（1日大 歯 口腔診断、2日大 歯 生理）

P1-57

咬合高径の挙上がモルモットの学習、記憶能に及ぼす影響

○藤浪 陽三1、豊田 博紀1、齋藤 充1、佐藤 元1、田中 千惠1,2、河野 奨1、姜 英男1（1阪大 院歯 口腔生理、2阪

大 院歯 有床義歯補綴・高齢者歯科）

P1-58

グリシンの三叉神経運動核への投与がラットの開口反射興奮性に及ぼす影響

○尾台 令奈1、日野 峻輔2、渡部 茂1、坂上 宏3、安達 一典3（1明海大 歯 口腔小児科学、2埼医大 総合医療セ

歯科口腔外科、3明海大 歯 薬理）

P1-59

温度感受性 TRPチャネル活性化による新しい口腔上皮治癒機構の解明

○合島 怜央奈1,2,3,4、大崎 康吉1、張 旌旗1、木附 智子1、村田 直久1、城戸 瑞穂1（1九大 院歯 分子口腔解剖、
2佐賀大 医 歯科口腔外科、3佐賀大 医 組織神経解剖、4日本学術振興会）

優秀ポスター賞 生化学

P1-60
生体内イメージングによる開口分泌におけるアクチン重合機構の解析

○設楽 彰子1、田隈 泰信2（1米国立衛生研 歯科・頭蓋顔面研 膜輸送、2北医大 歯 生化）

P1-61
（演題取消）

P1-62
（演題取消）

P1-63

蛍光色素を用いた細菌の代謝活性リアルタイム・モニター法の確立

○石黒 和子1,2、鷲尾 純平2、佐々木 啓一1、高橋 信博2（1東北大 院歯 口腔システム補綴、2東北大 院歯 口腔生

化）
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P1-64
細胞分裂期の象牙芽細胞における IFT88の役割

○河田 かずみ1、竹田 扇1（1山梨大 院医工 解剖細胞生物）

P1-65

象牙質顆粒の骨補填材としての機能評価

○小栗 健策1、川木 晴美2、田中 雅士1、森 春菜1、神谷 真子2、河野 哲1、高山 栄次2、吉田 隆一1、近藤 信夫2

（1朝日大 歯 歯科保存、2朝日大 歯 口腔生化）

P1-66

チタン基盤への真空紫外光照射がヒト骨髄由来間葉系幹細胞の活性に及ぼす効果

○新谷 耕平1、川木 晴美2、神谷 真子2、高山 英次2、堀田 正人1、土井 豊3、近藤 信夫2（1朝日大 歯 歯冠修復、
2朝日大 歯 口腔生化、3朝日大 歯 歯科理工）

P1-67

ブタ幼若エナメル質中の TGF-β1 について

○木下 冴子1、唐木田 丈夫2、大井田 新一郎2、朝田 芳信1、山越 康雄2（1鶴見大 歯 小児歯科、2鶴見大 歯 分

子生化）

P1-68

炭酸含有アパタイト多孔体による骨様硬組織誘導能の評価

○高橋 潤1、川木 晴美2、近藤 雄三1、大崎 公資1、神谷 真子2、高山 英次2、土井 豊3、永原 國央1、近藤 信夫2

（1朝日大 歯 インプラント、2朝日大 歯 口腔生化、3朝日大 歯 歯科理工）

P1-69

オステオポンチンは LMW-PTPを介して骨芽細胞の生理的応答性に影響を与える

○楠山 譲二1,2、坂東 健二郎2、大西 智和2、仙波 伊知郎1、松口 徹也2（1鹿大 院医歯 口腔病理解析、2鹿大 院

医歯 口腔生化）

P1-70

エナメル上皮腫細胞におけるNFATc1 および NFATc2 を介した増殖および形態変化制御機構

○吉本 尚平1、森田 浩光2、中村 誠司3、平田 雅人1（1九大 院歯 口腔細胞工学、2福歯大 総合歯科、3九大 院歯

顎顔面腫瘍制御）

P1-71
細胞外無機リン酸は Dmp1 の発現を誘導し骨細胞分化を促進する

○西野 仁1,2、道上 敏美1（1大阪府立母子保健総合医療セ研 環境影響、2阪大 院歯 口腔外科一）

P1-72

tdTomato遺伝子導入マウス唾液腺由来間葉系幹細胞株の樹立

○古川 真司1、桑島 幸紀1、畠山 慧1、帖佐 直幸2、佐藤 和朗1、大塚 正人3、石崎 明2、藤村 朗4、三浦 廣行1

（1岩医大 歯 歯科矯正、2岩医大 生化 細胞情報科学、3東海大 医 分子生命科学、4岩医大 解剖 機能形態）

P1-73
Sirt1 活性は歯肉扁平上皮癌 Ca9-22 細胞の増殖と遊走を抑制する

○室伏 貴久1、津田 啓方1、鈴木 直人1（1日大 歯 生化）

P1-74
Interleukin-17刺激により誘導された滑膜細胞の生物学的活性の解明

○櫻井 拓真1,2、有吉 渉1、沖永 敏則1、西原 達次1（1九歯大 感染生物、2九歯大 顎顔面外科）

P1-75

骨髄、脾臓および血液より分離した破骨前駆細胞の性質

○榎本 拓哉1,2、高見 正道3、山本 松男2、上條 竜太郎1（1昭大 歯 口腔生化、2昭大 歯 歯周病、3昭大 歯 薬

理）

P1-76

マウス口腔扁平上皮癌と間質細胞による脾細胞インターフェロン γ産生能の調節

○稲垣 俊弘1、神谷 真子2、川木 晴美2、高山 英次2、足立 充隆1、村松 泰徳1、近藤 信夫2（1朝日大 歯 口腔外

科、2朝日大 歯 口腔生化）

P1-77

バイオフィルム−歯面インターフェイス pH測定装置を用いた各種フッ化物の pH低下抑制効果の評価

○石黒 朋子1,2、真柳 弦3、佐々木 啓一1、高橋 信博2（1東北大 院歯 口腔システム補綴、2東北大 院歯 口腔生

化、3東北大 院歯 インターフェイス研究事業）

P1-78

α-TCP/Te-CPセメントの培養歯髄由来幹細胞に対する親和性の検討

○長谷川 智哉1、川木 晴美2、神谷 真子2、河野 哲1、高山 英次2、土井 豊3、玉置 幸道3、吉田 隆一1、

近藤 信夫2（1朝日大 歯 歯科保存、2朝日大 歯 口腔生化、3朝日大 歯 歯科理工）

P1-79

マウス骨髄由来異種細胞共培養系の確立

○滝沢 尚希1,2、客本 斉子2、大久保 直登3、帖佐 直幸2、衣斐 美歩4、加茂 政晴2、大塚 正人5、八重柏 隆1、

石崎 明2（1岩医大 歯 保存・歯周、2岩医大 生化・細胞情報、3北大 院薬 臨床病態、4岩医大 医歯薬総研 腫瘍

生物、5東海大 医 分子生命）

P1-80
成熟破骨細胞の細胞内骨格に対するカルデクリンの影響

○長谷川 紘也1,2、須田 直人1、友村 明人2（1明海大 歯 歯科矯正、2明海大 歯 生化）

P1-81
骨芽細胞に対する圧縮刺激により分泌される IL-33 を介した破骨細胞分化抑制メカニズム

○清宮 弘康1,2、有吉 渉1、沖永 敏則1、西原 達次1（1九歯大 感染生物、2九歯大 顎顔面外科）

P1-82
アポトーシス関連 p53標的遺伝子の発現と細胞死誘導における DNA結合因子ARID3Bの重要な役割

○Endrawan Pratama1、井関 祥子1、池田 正明1（1医科歯科大 院医歯 分子発生）

P1-83

象牙質・幹細胞凝集複合体の骨補填材としての機能評価

○田中 雅士1、川木 晴美2、小栗 健策1、森 春菜1、神谷 真子2、河野 哲1、高山 英次2、吉田 隆一1、近藤 信夫2

（1朝日大 歯 歯科保存、2朝日大 歯 口腔生化）

P1-84

8-ニトロ-cGMPはマウス成長板の伸長を促進する内因性シグナル分子である

○星野 真理江1,2、宮本 洋一1、吉村 健太郎1、田中 準一3、美島 健二3、馬場 一美2、上條 竜太郎1（1昭大 歯 口

腔生化、2昭大 歯 歯科補綴、3昭大 歯 口腔病理）

P1-85

MAPK経路を介した炭酸含有アパタイト焼結体の骨芽細胞増殖分化における作用の解析

○近藤 雄三1、川木 晴美2、高橋 潤1、大崎 公資1、神谷 真子2、高山 英次2、土井 豊3、永原 國央1、近藤 信夫2

（1朝日大 歯 インプラント、2朝日大 歯 口腔生化、3朝日大 歯 歯科理工）
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P1-86

血管内皮細胞由来のNetrin4は破骨細胞分化を抑制し、骨量低下への予防効果

○榎木 祐一郎1、佐藤 毅1、大久保 正彦1、古株 彰一郎2、臼井 通彦3、依田 哲也1（1埼医大 医 口腔外科、2九歯

大 分子情報生化、3九歯大 歯周病制御再建）

P1-87

新規 NF-κB選択的阻害剤は口腔癌による顎骨浸潤を抑制する

○多田 幸代1,2、杉山 悟郎1、福島 秀文3、古株 彰一郎1、自見 英治郎1（1九歯大 分子情報生化、2九歯大 歯科侵

襲制御、3福歯大 細胞生理）

優秀ポスター賞 病理学

P1-88

マウスに惹起したコレステリン肉芽腫における異物巨細胞の細胞性格

○坂井 謙三1、松田 紗衣佳1、正村 正仁2、大須賀 直人2、中野 敬介1、川上 敏行1（1松歯大 総歯研 病態解析、
2松歯大 口腔健康分析）

P1-89

実験的に惹起させた歯根膜息肉の病理組織学的検討

○松田 紗衣佳1、中野 敬介1、正村 正仁2、大須賀 直人2、辻極 秀次3、川上 敏行1（1松歯大 総歯研 病態解析、
2松歯大 口腔健康分析、3岡山理大 理 臨床生命科学）

P1-90
ヒト歯髄幹細胞無血清培養上清を用いた急性心筋梗塞の治療効果の検討

○山口 聡1、山本 朗仁1、若山 博隆1、石川 純1、上田 実1（1名大 院医 顎顔面外科）

P1-91
ヒト歯髄幹細胞無血清培養上清を用いた関節炎モデルマウスにおける治療効果の検討

○石川 純1、山本 朗仁1、若山 博隆1、山口 聡1、上田 実1（1名大 院医 顎顔面外科）

P1-92
歯周病原菌由来 TLR リガンドによる糖尿病性腎症の促進

○高田 俊輔1、梶原 弘一郎1、石川 博之1、沢 禎彦2（1福歯大 成長発達歯、2福歯大 生体構造）

P1-93

口腔扁平苔癬の悪性化にヒトパピローマウイルス 16型感染が関与する可能性についての検討

○加藤 世太1、河合 遼子1、磯村 まどか1、佐藤 伸明1、加藤 郁郎1、吉田 和加1,2、佐藤 恵美子1,2、杉田 好彦1,2、

久保 勝俊1,2、前田 初彦1,2（1愛院大 歯 口腔病理、2愛院大 未来口腔医療研究セ）

P1-94
エナメル上皮腫におけるmTOR pathwayの機能解析

○馬場 貴1、山下 善弘1（1宮崎大 医 顎顔面口腔外科）

P1-95
マウス下顎切歯歯胚の幹細胞における Sox2 および Oct4の発現

○丸尾 直樹1、岡村 和彦2、沢 禎彦3、坂上 竜資1（1福歯大 歯周病、2福歯大 病態構造、3福歯大 機能構造）

P1-96
がん転移における腫瘍血管内皮細胞と腫瘍細胞の相互作用

○間石 奈湖1、進藤 正信2、樋田 京子1（1北大 遺制研 血管生物、2北大 院歯 口腔病理病態）

P1-97

マウスに惹起した咬合性外傷の病理組織学的検討

○三村 泰亮1、髙谷 達夫1、中野 敬介2、松田 紗衣佳2、岡藤 範正3、大須賀 直人1、川上 敏行2、藤井 健男1（1松

歯大 口腔健康分析、2松歯大 総歯研 病態解析、3松歯大 院 臨床病態評価）

P1-98
高血糖はヒト歯根膜幹細胞の骨芽細胞分化を阻害し、炎症性サイトカインの産生を促進する

○嘉藤 弘仁1、岡村 友玄1、富永 和也1、和唐 雅博1、西川 哲成1、田中 昭男1（1大歯大 口腔病理）

P1-99
飽和脂肪酸が歯周病の病態形成に関与する可能性

○四釜 洋介1、工藤 保誠2、石丸 直澄2、船木 真理1（1徳大 病院 糖尿病対策セ、2徳大 院HBS 口腔分子病態）

P1-100

LPS長期刺激による炎症反応関連遺伝子の DNAメチル化

○高井 理衣1、植原 治2、原田 文也1、宇津宮 雅史1、中條 貴俊1、吉田 光希1、佐藤 惇1、西村 学子1、

千葉 逸朗2、安彦 善裕1（1北医大 歯 臨床口腔病理、2北医大 歯 保健衛生）

P1-101

HPV-16型感染と口腔扁平上皮癌リンパ節転移について

○河合 遼子1、磯村 まどか1、佐藤 伸明1、加藤 世太1、吉田 和加1、佐藤 恵美子1、杉田 好彦1、久保 勝俊1、

前田 初彦1（1愛院大 歯 口腔病理）

P1-102
口腔癌の顎骨浸潤における TGFβシグナルの役割

○中村 亮介1,2、原田 清2、山口 朗1（1医科歯科大 院医歯 口腔病理、2医科歯科大 院医歯 顎顔面外科）

優秀ポスター賞 微生物学

P1-103

Streptococcus sanguinisによるNLRP3 インフラマゾームの活性化

○佐伯 歩1、杉山 正博1、長谷部 晃1、中澤 太2、柴田 健一郎1（1北大 院歯 口腔分子微生物、2北医大 歯 微生

物）

P1-104
Veillonella tobetsuensis由来のAutoinducer の検出と精製

○眞島 いづみ1、鎌口 有秀2、宮川 博史2、藤田 真理2、中澤 太2（1北医大 院歯、2北医大 歯 微生物）

P1-105
舌背および歯肉上皮の有棘細胞に恒常的に認められる免疫抑制 B7-H1 分子発現

○康 思雯
1、大野 建州1、東 みゆき1（1医科歯科大 院医歯 分子免疫）
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P1-106

細菌感染時のオートファジーにおける Bcl-2 タンパク質群の機能解析

○中島 慎太郎1、渡辺 孝康1、野澤 孝志2、相川 知宏2、丸山 史人2、中川 一路2（1医科歯科大 院医歯 細菌感染

制御、2京大 院医 微生物感染症）

P1-107
16S rRNA遺伝子解析を用いた唾液中の細菌群集の由来についての検討

○影山 伸哉1、竹下 徹1、柴田 幸江1、山下 喜久1（1九大 院歯 口腔予防医学）

P1-108

Mild heat stress 下で発現する Candida albicansの表層抗原探索

○田﨑 園子1、長 環1、橋本 麻利江1、今吉 理恵子1、永尾 潤一1、小島 寛2、田中 芳彦1（1福歯大 感染生物、2福

歯大 障害者歯科）

P1-109

舌下免疫療法における抗原取り込み機構と処理に関わる細胞の解析

○白石 大祐1,2、田中 志典2,3、島内 英俊1、菅原 俊二2（1東北大 院歯 歯内歯周治療、2東北大 院歯 口腔分子制

御、3東北大 院歯 小児発達歯科）

P1-110

Capnocytophaga ochracea の滑走運動とバイオフィルム形成への IX 型分泌機構の関与

○喜田 大智1、菊池 有一郎2、国分 栄仁2、柴山 和子2、齋藤 淳1,3、中山 浩次4、石原 和幸2,3（1東歯大 歯周病、
2東歯大 微生物、3東歯大 口腔科学研究セ、4長大 院医歯薬 口腔病原微生物）

P1-111

CRISPRによる Porphyromonas gingivalisのゲノム進化制御

○渡辺 孝康1、野澤 孝志2、相川 知宏2、丸山 史人2、中川 一路2（1医科歯科大 院医歯 歯周病、2京大 院医 微

生物感染症）

P1-112

歯磨剤の抗菌効果および歯槽骨吸収抑制効果の検討

○佐藤 武則1、早坂 奈美2、遠山 歳三1、高橋 俊介3、浜田 信城1（1神歯大 院 微生物感染、2小林製薬 オーラル

ケア開発、3神歯大 院 口腔科学）

P1-113

Streptococcus sanguinisの細胞壁架橋型ヌクレアーゼの酵素活性

○森田 知里1,4、住岡 龍一1、中田 匡宣1、和田 聖史1、岡橋 暢夫2、住友 倫子1、山口 雅也1、浜田 茂幸3、

山城 隆4、川端 重忠1（1阪大 院歯 口腔細菌、2阪大 院歯 口腔フロンティア、3阪大 微研、4阪大 院歯 矯正）

P1-114
ヒト歯肉上皮細胞におけるバクテリアによるアポトーシスと smad2 の関与

○吉本 哲也1、藤田 剛1、柴 秀樹1、栗原 英見1（1広大 院医歯薬保 歯周病態）

P1-115
Porphyromonas gingivalisはインフルエンザウイルスの感染性獲得に関与する

○神尾 宜昌1、今井 健一1、齋藤 夕子1、落合 邦康1（1日大 歯 細菌）

P1-116

細菌性複合感染症における種多様性と機能頑強性

○加地 博一1、丸山 史人2、道 泰之3、渡辺 孝康3、中川 一路2、原田 清1（1医科歯科大 院医歯 顎顔面外科、2京

大 院医研 微生物感染症、3医科歯科大 院医歯 歯周病）

P1-117

イムノブロットによるバイオフィルム定量法を用いた軟性床用材料におけるバイオフィルム形成の評価

○金野 弘靖1,2、吉田 康夫2、永野 恵司1、長谷川 義明1、中村 好徳2、田中 貴信2、吉村 文信1（1愛院大 歯 微

生物、2愛院大 歯 有床義歯）

P1-118
A群レンサ球菌のヒアルロン酸分解酵素が病原性に果たす役割

○山口 雅也1、中田 匡宣1、住友 倫子1、川端 重忠1（1阪大 院歯 口腔細菌）

P1-119

Hemin濃度が Porphyromonas gingivalisの増殖と生理活性に及ぼす影響

○大屋 学1,2、田村 宗明2,3、CuenoMarni2、落合 邦康2,3（1日大 歯 口腔健康科学、2日大 歯 細菌、3日大 総歯

研 生体防御）

P1-120

Streptococcus mutansのバイオフィルム形成を抑制するアズキ抽出物の開発

○水原 真実子1、荒井 俊明2、毛利 彰太1、津金 貴則1、佐伯 洋二1、泉福 英信2（1(株)ロッテ 中央研 口腔科学

研、2国立感染研 細菌第一）

P1-121

正電荷リポソームと細菌細胞およびバイオフィルムとの静電的引力に関する研究

○菅野 真莉加1,2,3、森崎 弘史4、桑田 啓貴4、山本 松男2（1昭大 歯 歯科理工、2昭大 歯 歯周病、3日本学術振興

会、4昭大 歯 口腔微生物）

P1-122

溶血性レンサ球菌の DNA分解酵素Sda1 阻害による形質転換効率の向上

○小川 真理子1,2,3、住友 倫子1、川端 重忠1（1阪大 院歯 口腔細菌、2阪大 院歯 有床補綴高齢、3Div. InfectDis.

Hosp. Epidemiol., Univ. Hosp. Zurich., Univ. Zurich.）

P1-123
合成糖脂質の Streptococcus mutansバイオフィルムに対する作用

○黒澤 美絵1,2、小田 真隆1、土門 久哲1、寺尾 豊1（1新大 院医歯 微生物、2新大 院医歯 小児歯）

P1-124
Porphyromonas salivosa ATCC 49407 株 線毛の精製と性状について

○古谷田 泰徳1、佐々木 悠1、渡辺 清子1、浜田 信城1（1神歯大 院 微生物感染）

P1-125
Streptococcus mutansに対する植物由来抽出物の殺菌ならびに抗バイオフィルム効果の検討

○坂上 雄樹1,2、土門 久哲1、小田 真隆1、興地 隆史2、寺尾 豊1（1新大 院医歯 微生物、2新大 院医歯 う蝕）

P1-126

Streptococcus sanguinisが産生する過酸化水素はNETs形成を誘導する

○住岡 龍一1,2、中田 匡宣2、森田 知里2、和田 聖史2、岡橋 暢夫3、住友 倫子2、山口 雅也2、林 美加子1、

川端 重忠2（1阪大 院歯 保存、2阪大 院歯 口腔細菌、3阪大 院歯 口腔科学フロンティア）
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優秀ポスター賞 薬理学

P1-127

ワルファリンナトリウム投与ラットの動脈および骨出血に対するヘムコンデンタルドレッシング(R)の止血効果

○唐川 亜希子1、坂井 信裕1、栗谷 未来1,2、髙見 正道1、諸橋 富夫1（1昭大 歯 歯科薬理、2昭大 歯 障がい者

歯科）

P1-128
耳下腺における alpha 1B-アドレナリン受容体を介するフェニレフリン誘導性AQP5 細胞内移動

○Bragiel Aneta1、Pieczonke Tomasz1、石川 康子1（1徳大 院HBS 分子薬理）

P1-129

ビタミン Dによる分化誘導でおこる歯原性上皮細胞のCa2+応答

○村田 佳織1、齊藤 正人1、森田 貴雄2、倉重 圭史1、髙橋 亜友美1、谷村 明彦2（1北医大 歯 小児歯科、2北医大

歯 薬理）

P1-130
口腔扁平上皮癌細胞における keratin13遺伝子サイレンシング

○永沼 香織1,2、八田 光世2、山崎 純2（1福歯大 口腔外科、2福歯大 分子機能制御）

P1-131

Clodronate と etidronate（窒素非含有 bisphosphonates）は脊髄神経小胞リン酸トランスポーター SLC17を抑制して鎮

痛作用を発揮する

○島 和弘1、山本 照子1、菅原 俊二2、遠藤 康男2（1東北大 院歯 顎口腔矯正、2東北大 院歯 口腔分子制御）

P1-132

Shhによるマウス顎下腺原基の分枝形態形成促進効果はEGF/EGFR経路の活性化を介して起こる

○水越 堅詞1、小山 典子1、林 徹1、赤井 崇浩2、式守 道夫2、柏俣 正典1（1朝日大 歯 歯科薬理、2朝日大 歯

口腔外科）

P1-133

ラット皮膚創傷治癒モデルにおいてMMP阻害薬が線維芽細胞から筋線維芽細胞への分化を抑制する

○秦 省三郎1、岡村 和彦2、石井 太郎1、梶井 貴史1、石川 博之1、山崎 純3（1福歯大 矯正歯科、2福歯大 病態構

造、3福歯大 分子機能制御）

P1-134

ACTH産生腺腫で低発現を認めたmiR-551bの腺腫発症への関与

○小野 信二1、岩田 武男1、水澤 典子1、岩脇 有軌2、吉本 勝彦1（1徳大 院HBS 分子薬理、2徳大 院口腔教育

口腔顎顔面補綴）

P1-135

C2C12 筋管における糖取り込みのオステオカルシンによる修飾

○柄 慎太郎1,2、青沼 史子1,2、細川 隆司2、平田 雅人3、竹内 弘1（1九歯大 口腔応用薬理、2九歯大 口腔再建リハ

ビリ、3九大 院歯 口腔細胞工学）

P1-136
神経-骨芽細胞共培養系における細胞間シグナル伝達

○兒玉 大介1、戸苅 彰史1（1愛院大 歯 薬理）

P1-137

ROCK阻害剤 Fasudil の頭頚部扁平上皮癌におけるCXCL14/BRAKを介した抗腫瘍効果の検討

○宮本 千央1、前畑 洋次郎1、高橋 聡子1、吉野 文彦1、吉田 彩佳1、高橋 俊介1、李 昌一2（1神歯大 院 口腔科

学、2神歯大 災害セ）

P1-138
唾液腺の老性萎縮や老性遺伝子変化に及ぼすホエー成分の諸性質の探索

○Pieczonka Tomasz1、Bragiel Aneta1、石川 康子1（1徳大 院HBS 分子薬理）

P1-139
ミクログリアの 2種類の突起の日内変化に関する形態学的ならびに生体イメージング解析

○髙山 扶美子1、林 良憲1、武 洲1、中西 博1（1九大 院歯 口腔機能分子科学）

P1-140

破骨細胞の多核化とリソソーム機能を制御する rabタンパク質の同定

○菅原 めぐみ1,2、坂井 詠子1、福間 裕1、西下 一久1、岡元 邦彰1、吉田 教明2、筑波 隆幸1（1長大 院医歯薬 歯

科薬理、2長大 院医歯薬 歯科矯正）

P1-141
Na,K-ATPase 活性及びそのリン酸化反応中間体量に対するベリリウムの作用

○沖野 雄一郎1、出山 義昭1、吉村 善隆1、鈴木 邦明1（1北大 院歯 細胞分子薬理）

P1-142

メカニカルストレス応答性miR-494-3p による FGFR2 発現の抑制

○岩脇 有軌1、水澤 典子2、小野 信二2、岩田 武男2、吉本 勝彦2（1徳大 院HBS 口腔顎顔面補綴、2徳大 院HBS

分子薬理）

炎症・免疫

P1-143
血清アルブミンによって誘導される LPSの物理化学的変換

○小松 俊也1、相田 宜利1（1九大 院歯 歯周病）

P1-144

ファイブロサイトに注目した顎関節領域疾患発症機構の解明

○衣斐 美歩1,2、堀江 沙和1,3、帖佐 直幸2、吉田 茉莉子2、加茂 政晴2、客本 斉子2、大塚 正人4、佐原 資謹3、

藤村 朗5、石崎 明2（1岩医大 医歯薬総研 腫瘍生物、2岩医大 生化 細胞情報、3岩医大 生理 病態生理、4東海大

医 分子生命、5岩医大 解剖 機能形態）

P1-145

クマ笹アルカリ抽出液のヒト歯肉線維芽細胞に対する抗炎症効果の解析

○坂上 宏1,2、大越 絵実加2、加藤 崇雄1,3、下山 哲夫3、北嶋 まどか4、賈 俊業4、大泉 高明4、杉本 昌弘5（1明

海大 歯 薬理、2明海大 歯 MPL、3埼医大 口外、4大和生物研、5慶應大 先端生命科学研）

P1-146
プロポリスのカテプシン S発現制御を介した Th1 応答抑制作用

○張 馨文1、武 洲2、中西 博2（1中国医大 口腔医院 インプラントセ、2九大 院歯 口腔機能分子科学）
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P1-147
口腔扁平苔癬、苔癬様口内炎および苔癬様上皮性異形成 190検体についての病理組織学的、免疫組織化学的研究

○岡田 康男1（1日歯大 新潟生命歯 病理）

P1-148
Candida albicansによるマクロファージと樹状細胞への IL-1β産生誘導の違い

○長谷部 晃1、佐伯 歩1、杉山 正博1,2、柴田 健一郎1（1北大 院歯 口腔分子微生物、2北大 院歯 口腔診断内科）

P1-149
免疫応答を誘導する歯周病原細菌の抗原決定基の探索

○今吉 理恵子1、田崎 園子1、橋本 麻利江1、永尾 潤一1、長 環1、田中 芳彦1（1福歯大 感染生物）

P1-150
老化ラット歯肉の生理活性物質吸収と免疫応答誘導における有用性

○Cueno Marni1、田村 宗明1,2、落合 邦康1,2（1日大 歯 細菌、2日大 総歯研 生体防御）

P1-151
ケモカイン遺伝子のメディエーター複合体による転写制御

○廣井 美紀1、大森 喜弘1（1明海大 歯 微生物）

P1-152

アレルギー反応に関連した新しいシグナル分子の同定とその機能解析

○橋本 麻利江1、永尾 潤一1、田崎 園子1、今吉 理恵子1、長 環1、湯浅 賢治2、田中 芳彦1（1福歯大 感染生物、
2福歯大 画像診断）

P1-153
唾液腺における抗体ならびに抗菌性タンパク質産生におけるシグナル伝達分子MyD88の役割の検討

○引頭 毅1、猪俣 恵1、稲葉 裕明1、村上 幸孝1（1朝日大 歯 口腔微生物）

P1-154

SLPI による Porphyromonas gingivalis に対する感染抑制作用

○下山 佑1、石河 太知1、根本 優子2、根本 孝幸2、佐々木 実1、木村 重信1（1岩医大 分子微生物、2長大 院医歯

薬 口腔分子生化）

P1-155
LDL 酸化変性におけるArg-及び Lys-gingipain の役割

○落合 智子1、瀧澤 智美1、小林 良喜1（1日大 松戸歯 口腔免疫）

P1-156
細菌分解オートファジーに関わるRabタンパク質

○野澤 孝志1、中川 一路1（1京大 医 微生物感染症）

P1-157

マウス口腔扁平上皮癌細胞株の形質の違いが宿主の抗腫瘍免疫機構に及ぼす影響

足立 充隆1,2、神谷 真子2、川木 晴美2、高山 英次2、稲垣 俊弘1、村松 泰徳1、○近藤 信夫2（1朝日大 歯 口腔

外科、2朝日大 歯 口腔生化）

歯周組織・口腔粘膜

P1-158

歯根膜における実験的咬合性外傷の細胞動態

○高谷 達夫1、三村 泰亮1、松田 紗依佳2、中野 敬介2、川上 敏行2、岡藤 範正3、大須賀 直人1（1松歯大 口腔健

康分析、2松歯大 総歯研 病態解析、3松歯大 院 臨床病態）

P1-159
ヒト歯根膜線維芽細胞の機能維持におけるオステオポンチンとメカニカルストレスの役割

○荒川 俊哉1、岡山 三紀2、溝口 到2、田隈 泰信1（1北医大 歯 生化、2北医大 歯 矯正）

P1-160
矯正力による歯の移動時のラットの歯周組織の改造

○朱 成淑1、金 志延1、申 濟元1（1慶熙大 歯 口腔解剖組織）

P1-161
歯根膜線維芽細胞による破骨細胞制御機能に及ぼす咬合力の影響

○高橋 智美1、滝田 裕子1、牛島 夏未1、飯塚 正1（1北大 院歯 学術支援）

P1-162
ストレス反応性物質による歯周組織への影響 第 2報

○定岡 直1、八上 公利2,3、川原 一郎1（1松歯大 口腔衛生、2松歯大 社会歯科、3松歯大 院 健康増進口腔科学）

P1-163

ヒト歯肉線維芽細胞での LPS長期刺激による XII-collagen と fibronectin の DNAメチル化解析

○西村 学子1、高井 理衣1、植原 治2、原田 文也1、宇津宮 雅史1、中條 貴俊1、吉田 光希1、佐藤 惇1、

齊藤 正人3、安彦 善裕1（1北医大 歯 臨床口腔病理、2北医大 歯 保険衛生、3北医大 歯 小児歯科）

P1-164

歯周組織における血管・骨再生の数値シミュレーション

○松尾 雅斗1,2、永山 勝也3（1神歯大 院 歯科形態、2神歯大 横須賀・湘南地区災害医療歯科学研究セ、3九工大 機

会情報）

P1-165

大黄甘草湯は活性酸素やインフラマソームを介して 5-fluorouracilが誘導する細胞死を改善させる

○吉田 賀弥1、吉岡 昌美2、岡村 裕彦3、日野出 大輔4（1徳大 院HBS 口腔保健教育、2徳大 院HBS 口腔保健

福祉、3徳大 院HBS 口腔組織、4徳大 院HBS 口腔保健衛生）

P1-166

口腔粘膜におけるメカノセンサー Piezo の発現

○畠山 純子1、木附 智子2、合島 怜央奈2,3、村田 直久4、畠山 雄次5、阿南 壽1、城戸 瑞穂2（1福歯大 保存、2九

大 院歯 分子口腔解剖、3佐賀大 医 歯口外、4九大 院歯 矯正、5福歯大 機能構造）
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薬理作用

P1-167
ヒト口腔癌細胞に傷害活性を有する新規イソキノリン誘導体類のデザイン (その 4)

○石原 真理子1、山内 雅司2（1明海大 歯 基礎化学、2明海大 歯 医療情報）

P1-168
分岐鎖脂肪酸及び分岐鎖脂肪酸エステルによる抗炎症成分の口腔粘膜吸収性向上

○成松 三四郎1、川延 勇介1、荒井 将人1、高橋 康彦1（1ライオン オーラルケア研）

P1-169

各種臓器由来ヒトアルカリ性ホスファターゼの基質選択性と阻害剤感受性

○更田 恵理子1、出山 義昭2、吉村 善隆2、鈴木 邦明2、山崎 裕1（1北大 院歯 口腔健康科学、2北大 院歯 口腔

病態）

P1-170
ラット脳各種 ATPase 活性に対する静脈麻酔薬の作用

宮本 健志1、出山 義昭1、吉村 善隆1、○鈴木 邦明1（1北大 院歯 口腔病態）

P1-171
侵害性疼痛およびシクロオキシゲナーゼに対するキトサンオリゴ糖の効果

○米原 典史1、長岡 正博1（1奥羽大 歯 口腔病態解析制御）

P1-172

NNC05-2090の抗アロディニア効果とその他の薬理作用について

○十川 千春1、秦泉寺 紋子2、大山 和美3、宮脇 卓也4、森田 克也5、十川 紀夫1、小崎 健一1（1岡大 院医歯薬

歯科薬理、2香川大 口腔外科、4岡大 院医歯薬 歯科麻酔、3岡大 歯 RI実験施設、5広島文化大 看護 薬理）

P1-173
グルタミン酸は zoledronate による骨芽細胞障害を抑制する

○田島 雅道1、坂上 宏1（1明海大 歯 薬理）

P1-174

歯科用モノマーによる破骨細胞分化に対する効果

○稲光 宏之1,2、岡元 邦彰1、坂井 詠子1、村田 比呂司2、筑波 隆幸1（1長大 院医歯薬 歯科薬理、2長大 院医歯

薬 歯科補綴）

P1-175

窒素含有 bisphosphonates（N-BPs）治療患者での顎骨壊死：N-BPs の etidronate（non-N-BP）への置換の試み

○大泉 丈史1,2,4、山口 晃史1,2、鈴木 飛佳理1,2、土谷 昌広3、菅原 俊二1、高橋 哲2、遠藤 康男1（1東北大 院歯

口腔分子制御、2東北大 院歯 口腔病態外科、3東北福祉大、4JCHO仙台病院 歯科・口腔外科）

P1-176
破骨細胞の分化抑制に関するエラジタンニン類の作用メカニズムの解明

岩竹 真弓1、坂井 詠子1、西下 一久1、岡元 邦彰1、○筑波 隆幸1（1長大 院医歯薬 歯科薬理）

P1-177
アルクチゲニンの破骨細胞分化抑制メカニズム

○山下 照仁1、上原 俊介2、小林 泰浩1、宇田川 信之2、高橋 直之1（1松歯大 総歯研 硬組織、2松歯大 口腔生化）

その他

P1-178

新ミュータンスレンサ球菌 Streptococcus troglodytae TKU31 の全遺伝子解析

○岡本 公彰1、内藤 真理子2、今井 奨3、花田 信弘3（1鶴見大 歯 口腔微生物、2長大 院医歯薬 口腔病原微生物、
3鶴見大 歯 探索歯）

P1-179
レーザー照射による齲蝕予防に関する研究−μCT 法による表層下脱灰と再石灰化の観察

○柬理 頼亮1、岡田 康男1（1日歯大 新潟生命歯 病理）

P1-180

ブタ幼若エナメル質中の BMPについて

村尾 一誠1、木下 冴子1、○大井田 新一郎2、朝田 芳信1、山越 康雄2（1鶴見大 歯 小児歯科、2鶴見大 歯 分子

生化）

9 月 27 日（土）ポスター会場（203〜204）

解剖

P2-1

顎動脈の走行と後深側頭動脈の分岐に関する形態学的研究

○前田 信吾1,3、飯村 彰1,3、影山 幾男2、松尾 雅斗1,3（1神歯大 院 歯科形態、2日歯大 新潟生命歯 解剖 1、3神

歯大 横須賀・湘南地区災害医療歯科学研究セ）

P2-2
日本人の頬骨−上顎骨複合部形態に関する研究

○松野 昌展1、近藤 信太郎1（1日大 松戸歯 解剖 I）

P2-3
メダカ咽頭骨にみられる硬組織間接着界面の形態学的特徴

○松村 馨1,2、土門 卓文2、飯田 順一郎1（1北大 院歯 歯科矯正、2北大 院歯 口腔機能解剖）
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歯牙

P2-4
ヒト歯髄組織のセメント質様化生に関する病理組織学的観察

○宇都宮 忠彦1、山本 浩嗣2、久山 佳代1（1日大 松戸歯 口腔病理、2日大）

P2-5

ヒト歯髄におけるプロスタグランジンE2輸送担体および特異的レセプターの免疫組織化学的局在解析

○大倉 直人1、大倉 麻里子2、吉羽 永子1、吉羽 邦彦1、小田 陽平3、依田 浩子4、大島 勇人4、興地 隆史1（1新

大 院医歯 う蝕、2新大 院医歯 歯科矯正、3新大 院医歯 組織再建口腔外科、4新大 院医歯 硬組織形態）

P2-6

歯胚発生、発育における Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy Region Gene 1（FRG1)の発現様式

○長谷川 佳那1,2、和田 裕子1、永田 健吾1、藤原 弘明1、染矢 祐孝1,3、神野 彰子1,4、三上 友理恵1,4、清島 保1

（1九大 院歯 口腔病理、2九大 院歯 歯科保存、3九大 院歯 インプラント・義歯補綴、4九大 院歯 顎顔面腫瘍制

御）

P2-7
ブタ歯髄から分離した細胞の不死化とクローニング

○唐木田 丈夫1、山本 竜司1、大井田 新一郎1、山越 康雄1（1鶴見大 歯 分子生化）

P2-8
ブタ象牙質シアロリンタンパク質(DSPP)遺伝子のスプライスバリアントについて

○山本 竜司1、唐木田 丈夫1、大井田 新一郎1、山越 康雄1（1鶴見大 歯 分子生化）

P2-9
加齢に伴うエナメル小柱鞘の構造変化

○見明 康雄1、筒井 生2、江下 義之2（1東歯大 組織・発生、2花王 パーソナルヘルスケア研）

P2-10
Semaphorin 4D ― Rho A シグナルによるエナメル芽細胞分化制御

○大津 圭史1、熊上−坂野 深香1、増田 智幸1、藤原 尚樹1、原田 英光1（1岩医大 解剖 発生生物・再生医学）

P2-11

象牙芽細胞分化における Bmi-1 の機能

○細矢 明宏1、二宮 禎2、吉羽 邦彦3、吉羽 永子3、中塚 美智子4、中村 浩彰1（1松歯大 解剖 2、2松歯大 総歯研、
3新大 院医歯 う蝕、4大歯大 口腔解剖）

P2-12
象牙質基質タンパク質の糖化による加齢変化

○清水 真人1、三浦 治郎1（1阪大 院歯 総診）

P2-13
持続的な軽度熱刺激は象牙芽細胞様細胞の熱耐性を向上させる

○諸冨 孝彦1、沖永 敏則2、西原 達次2、北村 知昭1（1九歯大 口腔保存治療、2九歯大 感染分子生物）

P2-14

マウスES細胞由来象牙芽細胞において IL-1β誘導MMP-3 はWnt5 シグナルを介して細胞増殖を調節する

○尾関 伸明1、山口 秀幸1、檜山 太希1、森田 あや美2、茂木 眞希雄2、中田 和彦1（1愛院大 歯 歯内治療、2愛院

大 薬 生体機能化学）

P2-15
グアヤコールの前投与は象牙芽細胞における低浸透圧刺激誘発性Ca2+流入を抑制する

○隝田 みゆき1、木村 麻記2、佐藤 正樹2、田崎 雅和2、澁川 義幸2（1東歯大 口健、2東歯大 生理）

P2-16
ラット切歯に填塞した酸化亜鉛ユージノール練和物から歯髄に遊離した亜鉛の動態と作用

○深田 哲也1、戸円 智幸1、橋本 修一1（1日歯大 生命歯 アイソトープ研究施設）

P2-17
カチオン・デンドリマーによる in vitro石灰化阻害

○藤沢 隆一1、田村 正人1（1北大 院歯 口腔分子生化）

P2-18
ラット切歯エナメル質と象牙質の石灰化過程におけるCa,Pおよび Cの SEM-EDX分析

○丸山 顕太郎1、逸見 晶子1、笹野 泰之1（1東北大 院歯 顎口腔形態創建）

P2-19
染め出しと QLF-Dによる歯垢検知法の比較−Bland-Altman Plot を応用して−

○渡辺 幸嗣1、鈴木 亮1、中村 昭博1、池田 英史1、吉原 幸司郎1、渡部 茂1（1明海大 歯 口腔小児）

P2-20
ミドリフグの歯に関する組織学的観察

○山本 仁1、藤関 元也1、山崎 貴希1（1東歯大 組織・発生）

P2-21
トガリネズミの上顎・下顎第 1 大臼歯の咬頭形成

○山中 淳之1、岩井 治樹1、後藤 哲哉1（1鹿大 院医歯 歯科機能形態）

P2-22

デボン紀扇鰭類 Eusthenopteron foodiの歯の組織構造と歯の支持様式

○三島 弘幸1、見明 康雄2、笹川 一郎3（1高知学園短大 医療衛生 歯科衛生、2東歯大 組織・発生、3日歯大 新潟

生命歯 先端研）

骨代謝

P2-23
間質細胞から産生されている破骨細胞前駆細胞分化機能維持に影響する因子について

○天野 滋1、大森 喜弘1（1明海大 歯 口腔生物再生医工学）
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P2-24

網羅的遺伝子発現解析による破骨細胞の分化に関わる遺伝子の同定及びその発現機能解析

舟久保 立1,2、久木田 敏夫3、徐 祥赫1、中村 誠司2、○久木田 明子1（1佐賀大 医 微生物、2九大 院歯 顎顔面

腫瘍制御、3九大 院歯 分子口腔解剖）

P2-25
RAW264.7細胞の破骨細胞分化において IL-17A刺激が JNKと c-fos に及ぼす影響

○井上 博1、内橋 賢二1、西川 泰央1（1大歯大 生理）

P2-26

細菌感染による免疫応答が破骨細胞分化に与える影響

○中山 真彰1、井上 哲圭1、中山 浩次2、大原 直也1（1岡大 院医歯薬 口腔微生物、2長大 院医歯薬 口腔病原微

生物）

P2-27
硫化水素は骨髄幹細胞から破骨細胞を分化誘導する

○今井 敏夫1、那須 優則2、八重垣 健1（1日歯大 生命歯 衛生、2日歯大 生命歯 共同研）

P2-28
破骨細胞分化制御におけるPRIPの役割

○松田 美穂1、平田 雅人1（1九大 院歯 口腔細胞工学）

P2-29

RelBが誘導するMAP3Kファミリー分子であるCot は IKKαを活性化しNF-κB2 のプロセシングを誘導することにより

リンパ節形成不全マウスの破骨細胞分化抑制を解除する

○谷口 礼1,2、福島 秀文3、牧 憲司2、自見 英治郎1（1九歯大 分子情報生化、2九歯大 小児歯、3福歯大 細胞生理）

P2-30

至適圧縮力は破骨細胞分化を促進する

○吉村 善隆1、早川 貴子1,2、長谷川 智一3、出山 義昭1、鈴木 邦明1、飯田 順一郎2（1北大 院歯 細胞分子薬理、
2北大 院歯 歯科矯正、3徳大 院HBS 小児歯科）

P2-31

Nrf2 遺伝子欠損マウスにおける酸化ストレスと破骨細胞分化

○坂井 詠子1、福間 裕1、菅原 めぐみ2、西下 一久1、岡元 邦彰1、筑波 隆幸1（1長大 院医歯薬 歯科薬理、2長大

院医歯薬 歯科矯正）

P2-32

BMP-2 は骨シアロ蛋白質(BSP)遺伝子のRunx2 による転写調節に促進的効果を及ぼす

○山内 雅人1、岩田 敏男2、河田 俊嗣2（1神歯大 院 高度先進口腔医学・歯科矯正、2神歯大 院 口腔科学・歯科

矯正）

P2-33
コバルトプロトポルフィリンの破骨細胞分化および活性化に対する影響

八島 由佳1,2、○岡元 邦彰1、坂井 詠子1、西下 一久1、筑波 隆幸1（1長大 院医歯薬 歯科薬理、2広大 歯）

P2-34

II型ウシコラーゲン誘導のマウス関節リウマチモデルを用いた RANKL結合ペプチドの骨形成促進作用と骨吸収抑制作

用

○加藤 玄樹1、清水 康広2、菅森 泰隆1、田村 幸彦1、小野 卓史2、大谷 啓一1、青木 和広1（1医科歯科大 院医歯

硬組織薬理、2医科歯科大 院医歯 咬合機能矯正）

P2-35
血清および骨芽様培養細胞MC3T3-E1中の亜鉛結合蛋白質の解析

○戸円 智幸1、深田 哲也1、橋本 修一1（1日歯大 生命歯 アイソトープ研究施設）

P2-36

Cellmatrix Type I-Aコラーゲンゲルスキャホールド内でインプラント体とともに培養した HMS0014細胞の硬組織形

成に関する組織学的研究

○森下 愛子1、隈部 俊二1、中塚 美智子1、岩井 康智1（1大歯大 口腔解剖）

P2-37

糖尿病ラット骨髄由来骨芽細胞様細胞のチタン上における増殖能および分化能について

○杉田 好彦1,2、神野 正人1、本田 由馬1、加藤 世太1、河合 遼子1、磯村 まどか1、佐藤 伸明1、吉田 和加1,2、

久保 勝俊1,2、前田 初彦1,2（1愛院大 歯 口腔病理、2愛院大 未来口腔医療研究セ）

P2-38

骨折治癒過程への TRPV4欠損の影響

○沖 雄二1、米女 博司1、合島 怜央奈1、畠山 純子1、木附 智子1、張 旌旗1、城戸 瑞穂1（1九大 院歯 口腔常態

制御）

P2-39

乳塩基性タンパク投与によるマウス骨折治癒促進効果

○米女 博司1、畠山 純子1、檀上 敦2、合島 怜央奈2、村田 直久1、渡辺 敏之1、沖 雄二1、城戸 瑞穂1（1九大 院

歯 分子口腔解剖、2佐賀大 医 歯科口腔外科）

P2-40

マウス下顎体領域前方部メッケル軟骨の軟骨内骨化様様式による消失範囲

○井上 貴一朗1、樋口 ゆみ2、影近 史也2、牛島 夏未3、上北 広樹1、松村 馨1、八木原 澄1、高橋 茂1、

土門 卓文1（1北大 院歯 口腔機能解剖、2北大 歯 6年、3北大 院歯 学術支援）

P2-41

マウス下顎体領域後半部メッケル軟骨の骨化様式について

○牛島 夏未1、影近 史也2、樋口 ゆみ2、井上 貴一朗3、上北 広樹3、松村 馨3、八木原 澄3、高橋 茂3、飯塚 正1、

土門 卓文3（1北大 院歯 学術支援、2北大 歯 6年、3北大 院歯 口腔機能解剖）

P2-42

In situ hybridization法を用いたマウス大腿骨成長板における一酸化窒素合成酵素（NOS）の検出

○安部 仁晴1、柏原 祥顕2、菊地 隆太3、中川 敏浩1、渡邊 弘樹1（1奥羽大 歯 口腔組織、2奥羽大 歯 口腔組織

構造生物、3奥羽大 歯 顎口腔外科）

P2-43
大理石骨病における下顎智歯部歯槽骨の形態学的解析

○三上 俊成1、見明 康雄2、武田 泰典1（1岩医大 病理 病態解析、2東歯大 組織・発生）

P2-44

プロゲステロンは産卵ウズラの骨髄骨破骨細胞の活性を抑制する

○山本 敏男1、塩津 範子1,2、片岡 陽平1,3、河井 まりこ1、池亀 美華1（1岡大 院医歯薬 口腔形態、2岡大 病院

総合歯科、3岡大 院医歯薬 顎口腔顔面再建外科）

P2-45

成長因子カクテルを用いた歯根膜由来細胞の分化誘導実験

○隈部 俊二1、中塚 美智子1、細矢 明宏2、上田 甲寅1、乾 千珠子1、森下 愛子1、岩井 康智1（1大歯大 口腔解剖、
2松歯大 口腔解剖二）
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P2-46

軟骨細胞動態における Growth/Differentiation Factors の機能的差異に関する検討

○畠山 雄次1、松田 裕子4、畠山 純子2、岡 暁子3、阿南 壽2、稲井 哲一朗1、石川 博之4、沢 禎彦1（1福歯大 機

能構造、2福歯大 歯科保存、3福歯大 小児歯科、4福歯大 矯正歯科）

P2-47

ラット顎関節滑膜におけるデスミン免疫陽性 B型および RECA-1 免疫陽性A型表層細胞の血管形成への関与

○野澤-井上 佳世子1、真柄 仁2、河野 芳朗1、大峡 淳1、前田 健康1（1新大 院医歯 口腔解剖、2新大 院医歯 摂

食嚥下リハビリ）

P2-48
オステオカルシン受容体候補タンパク質 GPRC6A の免疫組織学的解析

○東 泉1、溝上 顕子2、大住 伴子1、平田 雅人2、竹内 弘1（1九歯大 口腔応用薬理、2九大 院歯 口腔細胞工学）

P2-49
オステオカルシン妊娠期投与による次世代糖脂質代謝制御の可能性

○川久保ー安河内 友世1、近藤 皓彦1、安武 雄1、溝上 顕子1、平田 雅人1（1九大 院歯 口腔細胞工学）

発生・再生

P2-50
歯胚発生過程における血管新生制御機構の解析

○春原 正隆1、佐藤 巌1（1日歯大 生命歯 解剖一）

P2-51
舌発生における SHHの役割

○奥原 滋1、井関 祥子1（1医科歯科大 院医歯 分子発生）

P2-52
マウス胚における GnRH-ニューロンの移動に非依存的な性腺刺激ホルモン分泌細胞の出現

○今井 元1、馬場 麻人1（1奥羽大 歯 生物）

P2-53

胎生期中後期における線維芽細胞増殖因子（FGF）10の過剰発現はマウス頭蓋顎顔面の形成障害をもたらす

○香川 和子1、吉岡 広陽2、呉本 晃一1、竹井 悠一郎2、南崎 朋子2、津賀 一弘1、吉子 裕二2（1広大 院医歯薬保

先端歯科補綴、2広大 院医歯薬保 硬組織代謝生物）

P2-54
咬筋における miR-206 とアセチルコリン受容体形成因子との関連性について

○島崎 絵美1、成山 明具美1、安藤 準2、山根 明2、朝田 芳信1（1鶴見大 院歯 小児歯科、2鶴見大 歯 物理）

P2-55

ラット胎仔器官培養舌粘膜組織における in vitroエレクトロポレーション法による遺伝子導入の評価

○吉村 建1、梨田 智子2、三上 正人3、影山 幾男1（1日歯大 新潟生命歯 解剖、2日歯大 新潟生命歯 生化、3日歯

大 新潟生命歯 微生物）

P2-56

温度感受性 TRPV3 チャネル遺伝子欠失マウスにおけるエナメル質の異常形成

○張 旌旗1、合島 怜央奈1,2、木附 智子1、大崎 康吉1、久木田 敏夫1、城戸 瑞穂1（1九大 院歯 分子口腔解剖、
2佐賀大 医 歯科口腔外科）

P2-57
DNAメチル化酵素阻害剤投与による TGFβ3 ノックアウトマウスの口蓋裂表現型の薬理学的改善に関する研究

○杉山 明子1、滝川 俊也1、引頭 毅2（1朝日大 歯 口腔解剖、2朝日大 歯 口腔微生物）

P2-58
マウス Msx2遺伝子は外エナメル上皮の角化重層扁平上皮化を抑制する

○中富 満城1,2、依田 浩子2、大島 勇人2（1九歯大 頭頚部構造解析、2新大 院医歯 硬組織形態）

P2-59
歯髄幹細胞からのクローンにおける分化能と網羅的遺伝子発現の差異

○小林 朋子1、鳥居 大祐1、筒井 健機2、筒井 健夫1（1日歯大 生命歯 薬理、2日歯大 生命歯）

P2-60

ビリルビンの影響下におけるヒト歯髄幹細胞の機能回復

○星野 慶弘1、山座 孝義2、馬 蘭1、友田 恵利佳1、山座 治義1、野中 和明1（1九大 院歯 小児口腔医学、2九大

院歯 分子口腔解剖）

P2-61
ヒト歯髄幹細胞を用いたマウス抜髄歯への移植法

○筒井 健夫1（1日歯大 生命歯 薬理）

P2-62
培養ヒト歯根膜細胞におけるセメント芽細胞分化機構の解析

○鳥居 大祐1、筒井 健夫1、古西 清司2（1日歯大 生命歯 薬理、2日歯大 生命歯 微生物）

P2-63

エムドゲインゲル中の生理活性物質について

○丹羽 堯彦1、木下 冴子2、村尾 一誠2、大井田 新一郎3、五味 一博1、山越 康雄3（1鶴見大 歯 歯周病、2鶴見大

歯 小児歯科、3鶴見大 歯 分子生化）

P2-64
骨欠損に填入した β-TCP顆粒間隙と血管新生について

○戸田 伊紀1、安光 秀人1、大西 吉之1、芳本 岳1、上村 守1、諏訪 文彦1（1大歯大 解剖）

腫瘍

P2-65
口腔前癌病変診断マーカーとしての糖鎖の可能性

○江原 道子1、中尾 寿奈1、永山 元彦1、田沼 順一1（1朝日大 歯 口腔病理）

P2-66
口腔癌細胞におけるアポトーシス誘導因子 GRIM19の発現制御機構

○森 一将1、廣井 美紀2、嶋田 淳1、大森 喜弘2（1明海大 歯 口腔顎面外科 1、2明海大 歯 微生物）
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P2-67
Porphyromonas gingivalis LPSが HSC-3舌癌細胞の癌進展機能に与える影響

○大久保 つや子1、山崎 純1（1福歯大 分子機能制御）

P2-68
頭頸部扁平上皮癌における berberine の Notch-1 のダウンレギュレーション

○大越 絵実加1、梅村 直已2、坂上 宏2（1明海大 歯 MPL、2明海大 歯 薬理）

P2-69

口腔におけるテロメラーゼ活性と癌進展との相関性に関する研究

○宮崎 裕司1、菊池 建太郎1、星野 都2、井上 ハルミ1、山内 雅司3、草間 薫1（1明海大 歯 病理、2明海大 歯

口腔外科、3明海大 歯 医療情報）

P2-70
Foxp3強制発現はCa9-22 細胞の増殖能、遊走能及びMMP9の分泌を抑制する

○津田 啓方1、室伏 貴久1、鈴木 直人1（1日大 歯 生化）

P2-71

ヒト正常角化細胞における活性酸素種は p16プロモーター領域のメチル化を介して細胞老化を誘導する

佐々木 三奈1,2、鍛冶屋 浩1、○永嶌 勝之1,2、長岡 良礼1,2、永沼 香織2、大城 希美子1、岡本 富士雄1、

福島 秀文1、岡部 幸司1（1福歯大 細胞生理、2福歯大 口腔外科）

P2-72
腫瘍内浸潤マクロファージは解糖系亢進と共に免疫抑制能を保持する

○梅村 直己1、坂上 宏1（1明海大 歯 薬理）

P2-73
マウス扁平上皮癌細胞の IFN耐性における細胞増殖制御遺伝子の DNAメチル化による発現抑制

○山口 花1、廣井 美紀1、大森 喜弘1（1明海大 歯 微生物）

P2-74
Mucosa-associated lymphoid tissue 1 による口腔癌浸潤の抑制

○千葉 忠成1、美原 希美1、須藤 遥1、今井 一志1（1日歯大 生命歯 生化）

唾液・唾液腺

P2-75
液状飼料飼育がラット耳下腺の成長に与える影響について

○高橋 茂1、上北 広樹1、加藤 剛士1、牛島 夏未1、井上 貴一朗1、土門 卓文1（1北大 院歯 口腔機能解剖）

P2-76
唾液蛋白質ヒスタチンによる細胞増殖とユビキチン化促進作用

○今村 泰弘1,2、王 宝禮3（1松歯大 薬理、2松歯大 院 遺伝創薬、3大歯大 教育開発）

P2-77

小児および成人の唾液メタボローム解析：特に、プロリン/グリシン比の変動に注目して

○田中 庄二1、秋田 紗世子1、谷口 潔1、片山 直1、荻原 孝2、小口 寛子2、渡部 茂2、坂上 宏3、杉本 昌弘4（1明

海大 歯 総合臨床歯科、2明海大 歯 口腔小児、3明海大 歯 薬理、4慶應大 先端生命科学研）

P2-78

NODマウス耳下腺腺房細胞における細胞内輸送タンパク質mRNAの発現変化

○梨田 智子1、佐藤 律子2、下村−黒木 淳子3（1日歯大 新潟生命歯 生化、2日歯大 新潟短大、3日歯大 新潟生命

歯 小児歯科）

P2-79
唾液腺における分泌タンパク質の選別輸送機構の解析

○吉垣 純子1、横山 愛1、加藤 治1（1日大 松戸歯 生理）

P2-80

耳下腺腺房細胞におけるRab33A の局在と働き

○今井 あかね1,4、辻村 麻衣子2,3、佐藤 律子1,4、吉江 紀夫2（1日歯大 新潟短大、2日歯大 新潟生命歯 第二解剖、
3日歯大 新潟生命歯 先端研究セ、4日歯大 新潟生命歯 生化）

P2-81
唾液分泌刺激薬による顎下腺のCa2+応答の intravital イメージングと唾液分泌の同時測定

○根津 顕弘1、森田 貴雄1、東城 庸介2、谷村 明彦1（1北医大 歯 薬理、2北医大 歯 生物物理）

P2-82
アデノ随伴ウイルス(AAV)ベクターを用いたCa2+バイオセンサーの長期発現と唾液腺細胞の長時間 Ca2+イメージング

○森田 貴雄1、根津 顕弘1、東城 庸介2、谷村 明彦1（1北医大 歯 薬理、2北医大 生物物理）

P2-83
雄性マウス顎下腺における顆粒性導管の出現とPACAPレセプターの局在変化について

○野中 直子1、中村 雅典1（1昭大 歯 口腔解剖）

P2-84

萎縮および損傷顎下腺における bFGFの効果

○菊池 憲一郎1、八重垣 健2、筒井 健夫3、那須 優則4、池田 利恵5、高田 清美1、堀江 哲郎4（1日歯大 生命歯

解剖 2、2日歯大 生命歯 衛生、3日歯大 生命歯 薬理、4日歯大 生命歯 共同研セ、5日歯大 東京短大 歯衛生）

P2-85

オレキシンはラット顎下唾液腺を支配する上唾液核ニューロンを興奮させる

○美藤 純弘1、佐藤 匡2、藤田 雅子1、小橋 基1、市川 博之2、松尾 龍二1（1岡大 院医歯薬 口腔生理、2東北大

院歯 口腔器官構造）

P2-86
ラット唾液腺の TRPチャネルの出現に関する発生学的研究

○藤関 元也1、山崎 貴希1、山本 仁1（1東歯大 組織・発生）

P2-87
マウス胎仔唾液腺の発生過程におけるHippo シグナル伝達経路の機能解析

○北川 道憲1、廣野 力1、杉田 誠1（1広大 院医歯薬保 口腔生理）

P2-88

胎生 12 日と 13 日の顎下腺原基における細胞成長因子の応答性の違いについて

○赤井 崇浩1、水越 堅詞2、林 徹2、式守 道夫1、柏俣 正典2、小山 典子2（1朝日大 歯 口外、2朝日大 歯 歯科

薬理）
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P2-89
唾液腺再生モデルにおける水チャネルAQP5 の発現

○姚 陳娟1、赤松 徹也1、長谷川 敬展1、吉村 弘1（1徳大 院HBS 口腔分子生理）

P2-90
ユビキチンリガーゼによるAQP5 のユビキチン化亢進とダウンレギュレーション

○長谷川 敬展1、姚 陳娟1、赤松 徹也1、吉村 弘1（1徳大 院HBS 口腔分子生理）

P2-91
バイオマーカー応用を目的とした唾液からのRNA抽出法の評価

○佐藤 律子1,2、梨田 智子2、今井 あかね1,2（1日歯大 新潟短大 歯科衛生、2日歯大 新潟生命歯 生化）

P2-92

災害時拘束ストレスを唾液タンパク質の酸化により測定する試み

○谷口 紀江1、飯塚 純子2、向井 義晴2、高垣 裕子3（1神歯大 院 放射線応用科学、2神歯大 院 う蝕制御修復、
3神歯大 院 硬組織分子細胞生物）

筋

P2-93

マイクロ CTによる舌筋の 3次元的構築

○青柳 秀一1、岩崎 信一2、浅見 知市郎3（1日歯大 新潟生命歯 先端研、2日歯大 新潟生命歯 生理、3群馬パース

検査技術）

P2-94
高齢者の鼓膜張筋と口蓋帆張筋における血管動態について

○佐藤 巌1、三輪 容子1、福山 完1、春原 正隆1（1日歯大 生命歯 解剖）

P2-95

成長因子と irisin との関連

○崎山 浩司1、坂東 康彦1、川邉 好弘2、坂下 英1,3、天野 修1（1明海大 歯 解剖、2明海大 歯 オーラルリハビ

リ、3明海大 歯 口腔顎顔面外科 2）

P2-96
筋芽細胞株 C2C12 におけるアミノ酸(うま味)受容体 T1R1遺伝子のプロモーター領域の解析

○豊野 孝1、瀬田 祐司1、片岡 真司2、豊島 邦昭1（1九歯大 口腔組織機能解析、2九歯大 頭頸部構造解析）

P2-97
β2 アドレナリン受容体作動薬および糖質コルチコイドがラット咬筋に与える影響

○梅木 大輔1、大貫 芳樹2、中村 芳樹1、奥村 敏2（1鶴見大 歯 歯科矯正、2鶴見大 歯 歯科生理）

神経

P2-98
ラット三叉神経脊髄路核尾側亜核／上部頚髄移行部の眼侵害受容ニューロンに対するオレキシン下行性変調機構

○片桐 綾乃1,2、岩田 幸一2（1ミネソタ大、2日大 歯 生理）

P2-99
上唾液核ニューロンにおけるNMDA受容体活性化による顎下腺唾液分泌応答

○石塚 健一1、佐藤 義英1（1日歯大 新潟生命歯 生理）

P2-100
最後野および孤束核のノルアドレナリン作動性ニューロンの悪心・嘔吐誘発への関与

○平井 喜幸1、前澤 仁志1、舩橋 誠1（1北大 院歯 口腔生理）

P2-101

cGMP依存性蛋白キナーゼの活性化による TASK3コンダクタンスの抑制

○田中 千惠1,2、齋藤 充1、豊田 博紀1、佐藤 元1、河野 奨1、姜 英男1（1阪大 院歯 高次脳口腔機能、2阪大 院

歯 顎口腔機能再建）

P2-102
乾燥に応答する角膜求心性神経線維における TRPV1 TRPA1 作動薬の影響

○黒瀬 雅之1、八田 あずさ1,2、藤井 規孝2、山村 健介1（1新大 院医歯 口腔生理、2新大 病院 総合診療）

P2-103
末梢ドーパミンの体色依存痛覚感受性における役割

○小野 堅太郎1、人見 涼露1、稲永 清敏1（1九歯大 生理）

P2-104

神経障害性疼痛による開口反射の変調におけるグルタメート−グルタミン酸シャトルの関与

○高橋 功次朗1,2、篠田 雅路3、海野 俊平3、高辻 華子1,2、齋藤 功1、山村 健介2、岩田 幸一3、北川 純一2（1新

大 院医歯 矯正、2新大 院医歯 口腔生理、3日大 歯 生理）

P2-105

三叉神経運動核閉口筋領域内の γ運動ニューロンの電気生理学的および組織学的特性

○西村 佳世1、磯貝 由佳子1、齋藤 充2、豊田 博紀2、佐藤 元2、河野 奨2、山城 隆1、姜 英男2（1阪大 院歯 顎

顔面口腔矯正、2阪大 院歯 高次脳口腔機能）

P2-106

脳磁図によるヒトの等尺性舌突出時の脳―筋コヒーレンス解析

○前澤 仁志1、美馬 達哉2、白石 秀明3、平井 喜幸1、舩橋 誠1（1北大 院歯 口腔生理、2京大 院医 脳機能セ、
3北大 院医 小児科学）

P2-107
連続舌運動課題遂行時における大脳体性感覚ニューロンの発火パターン解析

○戸田 孝史1、工藤 忠明1（1東北大 院歯 口腔生理）

P2-108
ラットバレル野におけるカイニン酸誘発性オシレーションの周期的同期化機構

○豊田 博紀1、佐藤 元1、齊藤 充1、河野 奨1、姜 英男1（1阪大 院歯 口腔生理）
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P2-109

下歯槽神経損傷後の延髄後角における収斂投射

○寺山 隆司1、丸濱 功太郎1、土屋 泰規1,2、大村 晋司2、杉本 朋貞1（1岡大 院医歯薬 口腔機能解剖、2朝日医療

専門学校岡山校）

P2-110
ラット孤束核を構成する細胞の新生時期とその局在との関係

○諏訪部 武1、安尾 敏明1、硲 哲崇1（1朝日大 歯 口腔生理）

P2-111
ラットにおける視床髄板内核群から線条体腹側部への味覚投射

○岩井 治樹1、山中 淳之1、後藤 哲哉1（1鹿大 院医歯 歯科機能形態）

P2-112

味覚刺激による脳内神経活動に加齢が与える影響

○乾 千珠子1、山本 隆2、上田 甲寅1、中塚 美智子1、隈部 俊二1、松田 哲史1、岩井 康智1（1大歯大 口腔解剖、
2畿央大 健康科学）

P2-113

味神経に発現する GLP-1レセプターとその役割

○高井 信吾1、安松 啓子2、進 美沙1、吉田 竜介1、重村 憲徳1、二ノ宮 裕三1,2（1九大 院歯 口腔機能解析、2九

大 味覚嗅覚センサ研究開発セ 感覚生理）

P2-114
口腔粘膜消毒薬アクリノールは各種甘味物質に対する味覚神経応答を特異的に抑制する

○安尾 敏明1、片川 吉尚2、諏訪部 武1、玄 景華2、硲 哲崇1（1朝日大 歯 口腔生理、2朝日大 歯 障害者歯科）

P2-115
アンギオテンシン IIによるエンドカンナビノイドレセプターを介した甘味感受性の増強

○岩田 周介1、重村 憲徳1、二ノ宮 裕三1（1九大 院歯 口腔機能解析）

P2-116
Cre-lox リコンビナーゼ系による成体マウス味蕾におけるMash1 の機能解析

○瀬田 祐司1、豊野 孝1、片岡 真司2、豊島 邦昭1（1九歯大 口腔組織、2九歯大 頭頸解析）

P2-117
レプチンによる甘味応答抑制には KATPチャネルが関与する

○吉田 竜介1、野口 健志1、重村 憲徳1、二ノ宮 裕三1（1九大 院歯 口腔機能解析）

P2-118
頸部交感神経は交感神経―副腎系から分泌される循環アドレナリンを介する咀嚼筋の血流増加に関与する

○石井 久淑1、佐藤 寿哉1（1北医大 歯 生理）

P2-119

赤核刺激による嚥下反射の抑制

○佐藤 義英1、辻 光順2、辻村 恭憲2、井上 誠2、石塚 健一1、岩崎 信一1（1日歯大 新潟生命歯 生理、2新大 院

医歯 摂食嚥下リハビリ）

P2-120
視覚情報による咀嚼運動の制御

○宗形 芳英1、大須賀 謙二1、古山 昭1（1奥羽大 歯 口腔機能分子生物）

P2-121

咬筋運動ニューロン樹状突起での入力情報処理機構の生後変化

○中村 史朗1、長田 翔子2、望月 文子1、中山 希世美1、清本 聖文1、山本 松男2、井上 富雄1（1昭大 歯 口腔生

理、2昭大 歯 歯周病）

P2-122
脳幹における p38 MAPKの活性化は咀嚼筋への侵害刺激により誘発される

○中塚 美智子1、乾 千珠子1、隈部 俊二1、上田 甲寅1、岩井 康智1（1大歯大 口腔解剖）

P2-123

海馬CA1 における文脈学習依存的な AMPA 受容体のシナプス移行は、両側の背側海馬で見られ、腹側海馬では見られ

ない

○水野 潤造1、美津島 大1,2（1神歯大 院 口腔科学、2山口大 院医 システム神経科学）

P2-124
嗅覚訓練マウスを用いた食品由来芳香成分の口臭マスキング作用に関する研究

○長田 和実1（1北医大 歯 生理）

P2-125

強制経口投与ストレスがうつ病モデル卵巣摘出マウスの行動に及ぼす影響と GABA神経伝達機構との関連

○塚原 飛央1、増原 正明1、薗村 貴弘2、岩井 治樹3、佐藤 友昭1（1鹿大 院医歯 歯科応用薬理、2金沢医大 医

解剖 2、3鹿大 院医歯 歯科機能形態）

微生物

P2-126

バイオフィルム形成における Porphyromonas gingivalisECFシグマ因子の役割

○菊池 有一郎1,2、柴山 和子1、国分 栄仁1,2、大原 直也3、中山 浩次4、石原 和幸1,2（1東歯大 微生物、2東歯大 口

科研 hrc8、3岡大 院医歯薬 口腔微生物、4長大 院医歯薬 口腔病原微生物）

P2-127

Porphyromonas gingivalisの酪酸産生機構に関与する新規 CoA転移酵素の同定とその酵素学的解析

○吉田 康夫1、永野 恵司1、長谷川 義明1、中村 好徳2、田中 貴信2、吉村 文信1（1愛院大 歯 微生物、2愛院大

歯 有床義歯）

P2-128

Porphyromonas gingivalisにおける菌体外のジンジパインの酵素活性に関わる新規遺伝子について

○田口 裕子1、井上 哲圭2、佐藤 啓子3、加野 小奈美4、中山 真彰2、内藤 真理子3、中山 浩次3、大原 直也2（1岡

大 院医歯薬 歯周病態、2岡大 院医歯薬 口腔微生物、3長大 院医歯薬 口腔病原微生物、4岡大 院医歯薬 歯科矯

正）

P2-129

Porphyromonas gingivalisのMfa1線毛構築におけるMfa4の役割の解析

○長谷川 義明1,3、井貝 亮太2、出水川 雅司2、堀江 俊2、猪俣 恵1、北井 則行2、吉村 文信3、村上 幸孝1（1朝日

大 歯 口腔微生物、2朝日大 歯 歯科矯正、3愛院大 歯 微生物）
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P2-130

歯周病関連細菌 Porphyromonas gingivalisにおける蛋白質リン酸化の増殖への影響

○出水川 雅司1,2、井貝 亮太1、堀江 俊1,2、長谷川 義明3、猪俣 恵2、稲葉 裕明2、引頭 毅2、吉村 文信3、

北井 則行1、村上 幸孝2（1朝日大 歯 歯科矯正、2朝日大 歯 口腔微生物、3愛院大 歯 口腔微生物）

P2-131
Recycling endosome に存在する Porphyromonas gingivalis へのVAMP2 の関与

○竹内 洋輝1、天野 敦雄1（1阪大 院歯 予防歯科）

P2-132

マウス実験的歯周炎モデルにおける生薬「鶏血藤」の循環改善効果

○遠山 歳三1、塗々木 和男2、高橋 俊介3、吉野 文彦3、吉田 彩佳3、松尾 雅斗3、高橋 聡子3、渡辺 清子1、

浜田 信城1（1神歯大 院歯 微生物感染、2神歯大 看護、3神歯大 院歯 口腔科学）

P2-133
歯周病原細菌 Porphyromonas gingivalisに対するプロポリスの抗菌効果の検討

○中尾 龍馬1、泉福 英信1（1国立感染研 細菌 1）

P2-134
ケニアにおけるHIV感染と歯周病原細菌感染との関係

○中山 浩次1（1長大 院医歯薬 口腔病原微生物）

P2-135

Porphyromonas gingivalisはOmpA様蛋白質を介して血管内皮細胞に付着し細胞応答や細胞死を誘導する

○猪俣 恵1、引頭 毅1、稲葉 裕明1、堀江 俊2、北井 則行2、村上 幸孝1（1朝日大 歯 口腔微生物、2朝日大 歯

歯科矯正）

P2-136

Tannerella forsythiaが有するOmpA様蛋白質の宿主細胞表層レクチンへの結合能の解析

○堀江 俊1、猪俣 恵2、出水川 雅司1、稲葉 裕明2、引頭 毅2、北井 則行1、村上 幸孝2（1朝日大 歯 歯科矯正、
2朝日大 歯 口腔微生物）

P2-137

Fusobacterium nucleatum subsp. polymorphum AK株のVSC産生に対する P. acnesの培養上清の影響

○鎌口 有秀1、長田 和実2、笹本 洋平3、岡本 公彰4、中澤 太1（1北医大 歯 微生物、2北医大 歯 生理、3北医大

歯 クラウンブリッジインプラント、4鶴見大 歯 口腔細菌）

P2-138
Prevotella intermediaにおける病原遺伝子特異的変異株作成

○内藤 真理子1、庄子 幹郎1、成田 由香1、中山 浩次1（1長大 院医歯薬 口腔病原微生物）

P2-139
歯周病原性細菌 Aggregatibacter actinomycetemcomitansGFP発現株の作成

○瀧澤 智美1、桑原 紀子2、落合 智子1（1日大 松戸歯 口腔免疫、2日大 松戸歯 口腔微生物）

P2-140
Treponema denticolaの細胞侵入に対するMalassez上皮遺残細胞の動態

○国分 栄仁1,2、菊池 有一朗1,2、柴山 和子1,2、石原 和幸1,2（1東歯大 微生物、2東歯大 口腔科学研究セ）

P2-141
EBV潜伏感染維持と破綻機構の解明と炎症性疾患への関与

○齋藤 夕子1、今井 健一1、落合 邦康1（1日大 歯 細菌）

P2-142
EBVは NF-κBを活性化し歯肉線維芽細胞からの炎症性サイトカイン産生を誘導する

○今井 健一1、齋藤 夕子1、落合 邦康1（1日大 歯 細菌）

P2-143

歯周組織の健常マーカーの指標となり得る細菌の検索

○續橋 治1、内堀 聡史2、齊藤 真規1、桑原 紀子1（1日大 松戸歯 口腔微生物、2日大 松戸歯 クラウンブリッジ

補綴）

P2-144
病原真菌 Candida glabrataのHsp70タンパク質 Sse1 の機能解析

○永尾 潤一1、長 環1、今吉 理恵子1、橋本 麻利江1、田崎 園子1、田中 芳彦1（1福歯大 感染生物）

P2-145

新規バイオマテリアル S-PRGフィラーによる Candida albicans の付着と菌糸型変換に及ぼす影響

○田村 宗明1,2、阿部 和正1、大屋 学1,3、関 啓介1,3,4、落合 邦康1,2（1日大 歯 細菌、2日大 総歯研 生体防御、
3日大 歯 口腔健康科学、4日大 歯 総合歯）

P2-146
サケ由来プロタミン派生ペプチドの抗真菌活性に関する評価

○長 環1、永尾 潤一1、今吉 理恵子1、橋本 麻利江1、田崎 園子1、田中 芳彦1（1福歯大 感染生物）

P2-147

ヒト口腔内細菌叢に対する亜鉛イオンの影響

○鈴木 奈央1、中野 善夫2、松尾 忠行3、米田 雅裕1、廣藤 卓雄1（1福歯大 総合歯科、2日大 歯 化学、3福岡医短

大 歯科衛生）

P2-148
フランス海岸松抽出成分含有ガムの口臭抑制効果の検討

○渡辺 清子1、浜田 信城1（1神歯大 院 微生物感染）

P2-149
義歯装着患者の口腔、デンチャープラークおよび手指におけるブドウ球菌の分布と遺伝子型の相同性

○内堀 聡史1、小林 平1、會田 雅啓1（1日大 松戸歯 クラウンブリッジ補綴）

P2-150
口腔レンサ球菌 2 型線毛の分布とその機能

○岡橋 暢夫1、中田 匡宣2、川端 重忠2（1阪大 院歯 フロンティア、2阪大 院歯 口腔細菌）

P2-151
亜硝酸塩の Streptococcus mutans酸産生抑制機構をメタボロミクスで解明する

○鷲尾 純平1、山本 祐慈2、高橋 信博1（1東北大 院歯 口腔生化、2やまもと歯科 津田歯科診療所）

P2-152
テルペノイドの併用が Streptococcus mutansの浮遊細胞ならびに既成バイオフィルムに及ぼす影響

○藤田 真理1、長田 和実2、宮川 博史1、鎌口 有秀1、中澤 太1（1北医大 歯 微生物、2北医大 歯 生理）
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P2-153
Streptococcus anginosusによる上皮細胞でのAID異所性発現の誘導

○佐々木 実1、古玉 芳豊1、下山 佑1、石河 太知1、木村 重信1（1岩医大 分子微生物）

P2-154
Streptococcus dentasini GTF遺伝子の検索

○桑原 紀子1、續橋 治1、齋藤 真規1（1日大 松戸歯 口腔微生物）

P2-155
Streptococcus criceti dblB遺伝子の解析と srtA 遺伝子変異の同定

○田村 晴希1、山田 ありさ1、加藤 裕久1（1岩医大 薬理 病態制御）

P2-156
フサオマキザルから口腔から分離されたレンサ球菌の解析

○齋藤 真規1、續橋 治1、桑原 紀子1（1日大 松戸歯 口腔微生物）

P2-157
Streptococcus mutansのバイオフィルム形成に関与する gbpC発現調節遺伝子の検討

○泉福 英信1、鈴木 雄佑1（1国立感染研 細菌 1）

生理活性・発現

P2-158
β-アドレナリン受容体シグナルによる Ptgs2遺伝子発現における時計遺伝子の関与

○平居 貴生1、田中 健二郎1、戸苅 彰史1（1愛院大 歯 薬理）

P2-159
SNAREタンパク質の TALENを用いた機能解析

○田隈 泰信1、荒川 俊哉1、岡山 三紀2、溝口 到2（1北医大 歯 生化、2北医大 歯 矯正）

P2-160
競合的蛍光リガンド結合アッセイ法を活用した新規 IP3分子センサーの開発

○谷村 明彦1、村田 佳織2、齊藤 正人2、森田 貴雄1、根津 顕弘1（1北医大 歯 薬理、2北医大 歯 小児歯科）

P2-161

歯周病原菌代謝産物・酪酸による神経障害誘導性の可能性

○関 啓介1,2、神尾 宣昌3,4、CuenoMarni3、田村 宗明3,4、紙本 篤2、落合 邦康3,4（1日大 歯 口腔健康科学、2日大

歯 総合歯、3日大 歯 細菌、4日大 総歯研 生体防御）

P2-162
アドヘレンスジャンクションで働く接着因子の立体構造と機能

○鈴木 守1（1阪大 蛋白研）

P2-163
Kruppel-like factor 5遺伝子のプロモーター解析

○美原 希美1、千葉 忠成1、須藤 遥1、今井 一志1（1日歯大 生命歯 生化）

P2-164

PRIP欠損マウスにおけるインスリンシグナリングの検討

○平田 牧子1、倉谷 顕子1、安武 雄1、高橋 一郎2、平田 雅人1（1九大 院歯 口腔細胞工学、2九大 院歯 歯科矯

正）

P2-165
継続的カゼイン摂取制限が味覚にもたらす影響

○上田 甲寅1、乾 千珠子1、中塚 美智子1、隈部 俊二1、岩井 康智1（1大歯大 口腔解剖）

P2-166
ラクトペルオキシダーゼ系による p-アミノ安息香酸の酸化反応

○尾西 みほ子1、小田島 武志2（1北医大 歯 生化、2札幌基礎医学教育学研）

P2-167
食習慣と BMIとの関係

○塩澤 光一1、奥村 敏1（1鶴見大 歯 生理）

生体材料

P2-168

糊剤根管充填材に対するマウス皮下組織の反応

○正村 正仁1、松田 紗衣佳2、大須賀 直人1、中野 敬介2、川上 敏行2（1松歯大 口腔健康分析、2松歯大 総歯研

病態解析）

P2-169
微粒子とプレート状チタンにおけるヒト白血球のH2O2 生成

○盛口 敬一1、大野 紀和1（1愛院大 歯 口腔解剖）
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