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tallites in Premolar and Molar Region
in Cortical Bone of Human Dentate
Mandible ……………………６：５１８～５１９

牧 浩壽：Effect of ovariectomy on the tibia and
alveolar bone in a senescence-accelerated
mouse-prone ６（SAMP６）model
…………………………………６：５２０～５２１

大平真理子：Evaluation of a dysphagia screen-
ing system based on the Mann Assess-
ment of Swallowing Ability for use in
dependent older adults ……６：５２２～５２３

岩井千弥：Isolation of human salivary extracel-
lular vesicles by iodixanol density gra-
dient ultracentrifugation and their char-
acterizations …………………６：５２４～５２５

笠原正彰：Biological Apatite Crystallite Align-
ment Analysis of Human Maxillary Mo-
lar Region Cortical Bone with Microbeam
X-ray Diffraction ……………６：５２６～５２７

澤口夏林：Comparison of the Effect of Electrical
Stimulations on the Chin Skin on Auto-
nomic Nervous Activities During Pro-
pofol Sedation With or Without Midazo-
lam ……………………………６：５２８～５２９

――臨床のヒント Q & A――

山下秀一郎：義歯を修理で対応する場合と再製作
を行う場合の判断基準はありますか。
……………………………………１：５０～５２

柴原孝彦：智歯抜去は，どのようなときに専門機
関へ送るべきでしょうか。…２：１３２～１３５

野村武史：血管が見えにくい患者の採血のコツを
教えてください。……………３：２４３～２４５

久木留宏和，一戸達也：局所麻酔を効かせるため
には？ －浸潤麻酔のコツとポイント－
…………………………………４：３５２～３５４

櫻井 薫：人工歯（レジン歯と硬質レジン歯）の使
い分け方を教えてください。
…………………………………５：４０１～４０２

佐藤 亨：支台歯形成時のマージンの設定は，歯
肉縁上？歯肉縁下？…………６：４８８～４８９
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――学会講演抄録――

第３０３回東京歯科大学学会（例会）
――特別講演――
吉田丈児：生殖医療の歩みと当リプロダクション

センターの実際 ……………………３：２４９
中川 健：泌尿器科治療：キーワードは低侵襲

………………………………………３：２５０
笠原正貴：薬理学講座の今後の展開 ………３：２５１
橋本貞充：歯周組織の構造と機能 …………３：２５２
――学長奨励研究賞受賞講演――
木村麻記：象牙芽細胞におけるアルカリ刺激受容

機構：反応性象牙質形成機構の解明
………………………………………３：２５３

備前島崇浩：FGF-２局所応用が糖尿病状態の歯
周組織再生に及ぼす効果 －糖尿病ラッ
トモデルを用いた検討－ …………３：２５４

――口 演――
田中健介，染屋智子，笠原正彰，原田麗乃，木下

英明，武本真治，大山貴司，吉成正雄，
服部雅之：コンポジットレジン系材料と
牛歯エナメル質の摩耗特性 ………３：２５５

染屋智子，武本真治，笠原正彰，原田麗乃，木下
英明，服部雅之：支台築造用ポストの維
持力に及ぼす接着性レジンセメントの接
着強さ ………………………………３：２５５

加藤芳実，田坂彰規，山下秀一郎：鋳造および
CAD/CAMで製作したクラスプの形状
再現性の精度検証 …………………３：２５６

井上博之，黒田英孝，一岡理華，木村麻記，佐藤
正樹，澁川義幸，田﨑雅和，一戸達也：
ラット三叉神経節細胞における P２X７
受容体の機能検索 …………………３：２５６

石田晃裕，和田 健，上田貴之，櫻井 薫：咀嚼
運動が唾液と皮膚の分泌型免疫グロブリ
ンAおよびヒト β-ディフェンシン２発
現量に及ぼす影響 …………………３：２５７

永倉遼太郎，山本将仁，北村 啓，山本 仁，阿
部伸一：“筋・腱・骨：機能的複合体”
発生過程における Sox９の局在に関する
免疫組織化学的検索 ………………３：２５７

Akram Al-Wahabi，Tungalag Ser-Od，Kei

Nakajima，Yoshihiko Akashi，Masami
Sumi，Kenichi Matsuzaka，Takashi
Inoue：Effect of substrate topography
on osteogenic potential of mouse iPS-
cell derived embryoid bodies out grow-
ing cells ……………………………３：２５８

Tungalag Ser-Od，Akram Al-Wahabi，Yoshihiko
Akashi，Masami Sumi，Kenji Inoue，
Kei Nakajima，Kenichi Matsuzaka，
Takashi Inoue，Toshifumi Azuma：Ef-
fect of EDTA-treated dentin on the
differentiation of mouse iPS cells into
osteogenic/ odontogenic lineage in vitro
and in vivo …………………………３：２５８

Longqiang Yang，Koji Tanabe，Tadashi Miura，
Masao Yoshinari，Shinji Takemoto，
Seikou Shintani，Masataka Kasahara：
Fluvastatin-loaded atelocollagen/gelatin
sponge promotes bone regeneration in
calvarial bone defects ……………３：２５９

久永幸乃，鈴木瑛一，青木栄人，佐藤正敬，齋藤
淳，東 俊文：エナメルマトリックスタ
ンパク質とアテロコラーゲンスポンジの
併用がマウス iPS 細胞の骨芽細胞分化に
及ぼす影響 …………………………３：２５９

木村基善，東 俊文，新谷誠康：wnt シグナル経
路とFGF８の相互作用による象牙芽細
胞分化機序の検討 …………………３：２６０

小林孝誌，佐々木穂高，守 源太郎，真壁 康，
吉成正雄，矢島安朝：マイクロアレイ法
を用いたインプラント周囲結合組織の特
異的遺伝子の解析 …………………３：２６０

橋本菜央，髙橋由子，山田玲菜，山本 圭，徳山
彰秀，明石良彦，鷲見正美，中島 啓，
國分克寿，村上 聡，松坂賢一，井上
孝：ヒトリンパ腫モデルマウスの作製
………………………………………３：２６１

中島 啓，矢野 尚，明石良彦，鷲見正美，國分
克寿，橋本和彦，関根理予，柴原孝彦，
松坂賢一，橋本貞充，井上 孝：臼後部
に発生した腫瘤を腺様嚢胞癌と診断した
一例 …………………………………３：２６１
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小鹿恭太郎，平田淳司，岡田玲奈，吉野華菜，荻
原知美，伊東真吾，小薗祐紀，印南靖
志，大内貴志，小板橋俊哉：口腔悪性腫
瘍手術後の輪状甲状膜穿刺による予防的
気道確保の検討 ……………………３：２６２

益田 遼，奥平貴人，左 右，岩本昌士，森川貴
迪，成田真人，髙木多加志，柴原孝彦：
東京歯科大学千葉病院における過去６年
間の入院手術症例の臨床的検討 …３：２６２

関川翔一，小坂井絢子，齋藤寛一，大金 覚，髙
野正行，野村武史，片倉 朗，柴原孝
彦，髙野伸夫：東京歯科大学口腔がんセ
ンターにおける患者動向 －１０年間の臨
床的検討－ …………………………３：２６３

――示 説――
矢島 麗，山本将仁，小髙研人，松永 智，阿部

伸一：筋皮神経の走行形態が上腕二頭筋
と上腕筋の形態形成に及ぼす影響
………………………………………３：２６４

高田博雅，山本将仁，廣内英智，奈良倫之，小髙
研人，松永 智，北村 啓，山本 仁，
阿部伸一：マウス系統による蝶形骨翼状
突起の形態形成の差異について …３：２６４

池上 良，高橋有希，佐藤 亨，笠原正貴，村松
敬，岡田尚巳：重症乳児型低ホスファ
ターゼ症モデルマウスに対する酵素補充
遺伝子治療の顎骨・歯への治療効果
………………………………………３：２６５

半場秀典，中村圭喜，石塚久子，古澤成博，村松
敬：非齲蝕性歯頸部硬組織欠損（NCCL）
を有するヒト小臼歯のマイクロCT解析
………………………………………３：２６５

中村圭喜，半場秀典，石塚久子，村松 敬：S-
PRG フィラー含有ペーストのエナメル
質脱灰抑制効果 ……………………３：２６６

野本俊太郎，佐藤 亨，Yuwei Fan，Dan Nathan-
son：プロビジョナル用ビスアクリル系
歯冠補綴材料の物理学的性質 ……３：２６６

第３０４回東京歯科大学学会（総会）
――姉妹校招待講演――
阿部伸一：Importance of Basic Education for

Dental Implant Treatment ………５：４０６

張 維仁：Current Implant Dentistry in Taiwan
………………………………………５：４０７

――教育講演――
王 大源：Dental Implant Education in USA

－System in Columbia University, from
the past to the future－ …………５：４０８

――特別講演――
田﨑雅和：謎の細胞 メルケル細胞 ………５：４０９
――口 演――
白石康博，山本将仁，廣内英智，森田純晴，小髙

研人，松永 智，阿部伸一：ヒト胎生期
における大殿筋，大腿二頭筋および腸脛
靭帯に関する発生形態 ……………５：４１０

石束 叡，山本将仁，永倉遼太郎，廣内英智，森
田純晴，阿部伸一：ヒト胎生期における
耳神経節と翼口蓋神経節に関する発生形
態学的研究 …………………………５：４１０

内藤 哲，小川雄大，是澤智久，小林功明，奈良
倫之，阿部伸一：筋再生過程におけるT
-cell factor ４およびVEGFの局在に関
する免疫組織化学的検索 …………５：４１１

橋本圭史，山本将仁，小林功明，廣内英智，小髙
研人，松永 智，北村 啓，山本 仁，
大久保真衣，石田 瞭，阿部伸一：高齢
者の輪状甲状関節および輪状披裂関節に
関する組織学的研究 ………………５：４１１

青木一充，松永 智，是澤和人，小髙研人，山本
将仁，吉成正雄，矢島安朝，山口 朗，
阿部伸一：口腔インプラント近傍に新生
された骨組織の構造特性 …………５：４１２

中島孝輔，松永 智，古川丈博，岩田優行，森岡
俊行，吉成正雄，阿部伸一，矢島安朝：
尾部懸垂による負荷減少がマウス大腿骨
の生体アパタイト（BAp）結晶配向性に
与える影響 …………………………５：４１２

増田智俊，野本俊太郎，佐藤 亨，久永竜一，
腰原輝純，新谷明昌，染屋智子：CAD/
CAM用レジンクラウンで製作された小
臼歯クラウンの軸面部の厚さと使用する
セメントの違いが破壊強度におよぼす影
響 ……………………………………５：４１３

染屋智子，笠原正彰，田中健介，京極 啓，武本
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真治，服部雅之：ペーストタイプの水酸
化カルシウム製剤で処理された根部象牙
質での接着性レジンセメントの接着強さ
………………………………………５：４１３

吉川幸輝，喜田大智，菊池有一郎，国分栄仁，山
下慶子，北村友里恵，今村健太郎，齋藤
淳，石原和幸：Treponema denticolaに対
する Porphyromonas gingivalis Hgp４４の
付着の特性 …………………………５：４１４

門田枝里子，富田幸代，齋藤 淳，石原和幸：慢
性歯周炎病巣のマイクロバイオーム解析
………………………………………５：４１４

酒井 遼，山下秀一郎：実験的臼歯部咬合支持の
喪失が下顎運動に及ぼす影響 ……５：４１５

山本 悠，佐々木良紀，竜 正大，上田貴之，櫻
井 薫：弾性アプライアンスを使用した
咀嚼様運動が脳波と前頭葉機能に与える
影響 …………………………………５：４１５

平口尚子，小坂尚子，佐古 亮，杉内亜紀奈，古
澤成博：東京歯科大学水道橋病院保存科
における外来初診紹介患者の動向
………………………………………５：４１６

五十嵐康夫：本学５１期生が昭和１７年４月入学から
戦後復学まで経験した学事修学の様相
－在籍数変動と卒業認定の経過について
－ ……………………………………５：４１６

松永真由美，矢﨑龍彦，髙野恵実，飯嶋和斗，白
澤里佳，永井諭子，川口 潤，黒田英
孝，井出智子，松木由起子，松浦信幸，
一戸達也：東京歯科大学千葉病院歯科麻
酔科外来症例の臨床統計（２０１６年１月～
１２月）…………………………………５：４１７

前原彩香，相原彩子，髙野恵実，飯嶋和斗，白澤
里佳，永井諭子，川口 潤，黒田英孝，
井出智子，松木由起子，松浦信幸，一戸
達也：東京歯科大学千葉病院手術室にお
ける麻酔症例の臨床統計（２０１６年１月～
１２月）…………………………………５：４１７

平田淳司，岡田玲奈，小鹿恭太郎，三戸順子，吉
野華菜，荻原知美，伊東真吾，印南靖
志，大内貴志，小板橋俊哉：縫合針によ
り気管チューブのインフレーションライ

ンの破損が確認された一例 ………５：４１８
柏木航介，野口智康，中村美穂，半沢 篤，福田

謙一：咀嚼筋痛患者に対するソフトオク
ルーザルアプライアンスの有効性
………………………………………５：４１８

山田 祥，髙木多加志，山本雅絵，大畠 仁，柴
原孝彦：顎変形症患者における外科的矯
正治療前後の顎関節の変化についての検
討 ……………………………………５：４１９

辛 麻由，加藤禎彬，小山拓洋，布施 俊，住吉
美咲，西山明宏，関根理予，大野啓介，
吉田秀児，高木 亮，菅原圭亮，別所央
城，山本信治，渡邊 章，笠原清弘，
髙野正行，齊藤 力，柴原孝彦，片倉
朗：東京歯科大学水道橋病院口腔外科に
おける２０１６年度初診患者の臨床的検討
………………………………………５：４１９

南舘マリ，齋藤寛一，河地 誉，三條祐介，酒井
克彦，澁井武夫，佐藤一道，野村武史：
当科における最近７年間の過剰埋伏歯の
臨床学的検討 ………………………５：４２０

松嵜由佳乃，直江三善，白鳥紗英，田村彩織，綿
引美香，井口祐子，小島沙織，財津 愛，
髙石怜子，大屋朋子，藤平弘子，栗原絹
枝，三條祐介，野村武史，香野日高，中
川 健：当院における腎移植患者に対す
る周術期口腔機能管理の取り組み
………………………………………５：４２０

杉浦貴則，栗原絹枝，河地 誉，齋藤寛一，三條
祐介，酒井克彦，澁井武夫，佐藤一道，
野村武史：東京歯科大学市川総合病院歯
科・口腔外科における平成２８年度入院患
者の臨床統計 ………………………５：４２１

――示 説――
高橋一誠，坂本輝雄，石井武展，野嶋邦彦，宮崎

晴代，末石研二：片側性唇顎口蓋裂患者
に対する矯正治療による上顎歯列弓変化
の三次元的評価 ……………………５：４２２

有間英仁，内野真由子，柏木優美，金 亨俊，斎
藤 馨，齋藤朋子，副島亜貴，崔 大
煥，水野高夫，吉野直之，野嶋邦彦，末
石研二：東京歯科大学卒後研修課程第４０
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期生による症例展示 ………………５：４２２
齋藤朋子，有間英仁，内野真由子，柏木優美，金

亨俊，齋藤 馨，副島亜貴，崔 大煥，
水野高夫，吉野直之，野嶋邦彦，末石研
二：東京歯科大学卒後研修課程第４０期生
による症例展示 －リテンションケース
－ ……………………………………５：４２３

青木栄人，勢島 典，岡村祐利，齋藤 淳：歯周

病学講座ポストグラデュエートコース第
２０期生による症例提示 －広汎型重度慢
性歯周炎に対し歯周組織再生療法を行っ
た一症例－ …………………………５：４２３

朝隈尚子，大出美幸，井上千秋，谷津智美，上島
文江，山下秀一郎：東京歯科大学水道橋
病院口腔ケア外来における患者動向と取
り組み ………………………………５：４２４
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