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　学問，研究は，狭い分野の中だけでいかに努力しても，その発展には限界

があります。歯科医学をより発展させるためには，分化した各専門領域の間

で情報を交換し，交流の輪を広げることが必要であります。

　そこで，科学情報も多岐にわたる中，臨学産協同をふくめた学際分野との

交流を通して，互いのジャンルを超えた研究者が協同してグループをつく

り，異なる視点から新しい要素を加え，研究の活性化をはかるならば，そこ

には素晴らしい研究成果が期待されます。

　このような観点から，今年度も大きな，幅広い構想を持っておられる研究

者の方々に発表の場を設け，参会者と自由に意見を交換し，同志を募るとい

うことを目的として，第 34回の「集い」を開催することになりました。

　今年度の「集い」も，発表と質疑に加えて，発表者と参会者との十分な討

論が行えるよう，ポスター掲示を行うことといたしました。

　この集いが，形式にこだわらない自由な雰囲気の中で，フランクに意見を

交換する場となりますよう，今回は次の形式で行いますので，皆様のご協力

をお願いいたします。

　① 　口演 15分の後，質疑応答 10分

　② 　同演題についてのポスターディスカッション

　　　　午前，午後の部の全プログラム終了後　8題について

ま　　え　　が　　き
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 10：00　～　10：10 開　会　式
　　［司　会］　日本歯科医学会総務理事　今　井　　　裕
　　開会の辞　日本歯科医学会副会長　　松　村　英　雄
　　挨　　拶　日本歯科医学会会長　　　住　友　雅　人
　　経過報告　日本歯科医学会常任理事　山　本　照　子

 10：10　～　10：25 1． C型ナトリウム利尿ペプチド（CNP）を用いた新たな顎変形症治療法の
確立
演者：中　尾　一　祐（京都大学大学院医学研究科　口腔外科学分野）

 10：25 質 疑 応 答
座長：齋　藤　　　功（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 

新潟大学大学院医歯学総合研究科教授）

 10：35　～　10：50 2． 口腔粘膜の蛍光観察装置を用いた次世代口腔がん検診システムの確立
演者：山　本　信　治（東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座）

 10：50 質 疑 応 答
座長：桐　田　忠　昭（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 

奈良県立医科大学医学部教授）

 11：00　～　11：15 3． 乾癬の病態機構に対する歯科金属アレルギー関与の可能性の探究
演者：高　岡　由梨那（ 新潟大学大学院医歯学総合研究科 

生体歯科補綴学分野）
 11：15 質 疑 応 答

座長：豊　澤　　　悟（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 
大阪大学大学院歯学研究科教授）

 11：25　～　11：40 4． ラマン分光法を用いた齲蝕の新規診断法の開発と臨床応用
演者：足　立　哲　也（ 京都府立医科大学大学院医学研究科 

歯科口腔科学）
 11：40 質 疑 応 答

座長：大　槻　昌　幸（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
准教授）

第 34回「歯科医学を中心とした総合的な研究を推進する集い」日程
日時　平成 30年 8月 29日（水）午前 10時
場所　歯科医師会館 1階大会議室
　　　（東京都千代田区九段北 4－1－20）
主催　日　本　歯　科　医　学　会
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 11：50　～　12：05 5． 3Dカメラを用いた摂食嚥下機能検査システムの開発
演者：佐　藤　秀　夫（ 鹿児島大学病院　発達系歯科センター 

小児歯科）
 12：05 質 疑 応 答

座長：小見山　　　道（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 
日本大学松戸歯学部教授）

 12：15　～　13：15 〈休　憩〉

 13：15　～　13：30 6． 深層学習に基づいた画像認識による人工知能手術支援システムの開発
演者：末　永　英　之（ 東京大学医学部附属病院　 

口腔顎顔面外科・矯正歯科）
 13：30 質 疑 応 答

座長：澤　瀬　　　隆（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授）

 13：40　～　13：55 7． 歯の喪失がアルツハイマー病を発症させるメカニズムの解明
演者：後　藤　哲　哉（ 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 

歯科機能形態学分野）
 13：55 質 疑 応 答

座長：上　條　竜太郎（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 
昭和大学歯学部教授）

 14：05　～　14：20 8． 安全な歯科治療のためのレオロジー：超音波で硬化を操る印象法の開発
演者：丹　原　　　惇（ 新潟大学大学院医歯学総合研究科 

歯科矯正学分野）
 14：20 質 疑 応 答

座長：二　瓶　智太郎（ 日本歯科医学会学術研究委員会委員， 
神奈川歯科大学大学院歯学研究科教授）

 14：30　～　15：10 ポスターディスカッション

 15：10 閉　会　の　辞 日本歯科医学会総務理事　　今　井　　　裕
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　顎変形症は顎骨の大きさ，形態が著しく異常な状態であるものの総称である。顎変形症に対する治療は主
に外科的手術による上下顎の移動による治療を行っているのが現状であり，投薬などのより低侵襲な治療法
の開発が必要である。これまで我々は，強力な内軟骨性骨化促進因子である C型ナトリウム利尿ペプチド
（CNP）に着目し研究を行ってきた。CNP遺伝子欠損マウスでは，上下顎の矢状方向への劣成長を呈し，反
対に軟骨におけるCNPの過剰発現させたトランスジェニックマウスでは上顎の過成長を呈することを示し，
CNPおよび内軟骨性骨化の顎顔面形態への重要性を明らかとしてきた（Nakao. et. al, J Dent Res. 2013）。ま
た SAPプロモーターを用いた血中濃度上昇型の CNPトランスジェニックマウスにおいても，上顎の矢状方
向への成長が促進されることを明らかとしてきた（Nakao. et. al, J Oral Maxillofac Surg Med Pathol. 2017）。
さらに，軟骨無形成症モデルマウスと血中濃度上昇型のCNPトランスジェニックマウスの交配実験により，
軟骨無形成症モデルマウスに生じていた，上顎骨の劣成長を改善することができることを明らかとした
（Yamanaka. et. al, J Dent Res. 2017）。以上のことは CNP投与が顎変形症に対する新たな治療薬となる可能性
を秘めていることが考えられる。本研究は CNPを用いた新たな顎変形症治療法の確立を目的としている。

②研究内容の斬新性
　これまで顎変形症治療は外科的治療法が唯一の治療法であり，CNP投与による顎変形症治療法が確立され
れば画期的な治療法となる。

③研究の発展性・進展性
　CNPを用いた顎変形症治療においては，CNPの全身投与，局所投与による治療薬としての使用と，小下
顎症などの患者に対する骨延長治療時の内軟骨性骨化促進作用による延長期間の短縮などの外科的処置のサ
ポートを目的とした使用などを考えている。このことは創薬だけでなく投与装置の開発など様々な分野に知
的財産創出の可能性も期待できると考えられる。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　これまでの研究結果の問題点としては，CNPの全身投与は顎顔面形態に影響をおよぼすだけでなく，全身
にも作用してしまうことである。低身長を呈する軟骨無形成症などの骨系統疾患においては，全身に作用す
ることは利点となるが，一般的な顎変形症治療薬として使用を行っていくためには，CNPの作用を顎顔面領
域にとどめる必要がある。そのため，標的指向化などの DDS（ドラッグデリバリーシステム）技術により，
内軟骨性骨化を促進させたい部位に，より強く CNPを作用させることが可能となれば，多くの顎変形症症
例に有用な治療法となりうる。

午前10時10分

1． C型ナトリウム利尿ペプチド（CNP）を用いた新たな顎変形症治
療法の確立

○中 尾　一 祐 山 中　茂 樹 別 所　和 久

（京都大学大学院医学研究科　感覚運動系外科学講座　口腔外科学分野）

座　長　　齋 藤　　 功（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　 

新潟大学大学院医歯学総合研究科教授）

希望する協力分野：標的指向化などの DDS（ドラッグデリバリーシステム）技術を有している分野
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　従来型口腔がん検診システムは，検診指導施設で研修を受けた個別歯科診療施設のみが口腔がん検診を行
い，がん治療施設へ紹介していた。本研究は 2010年より当講座で導入し，臨床研究データの蓄積のある光学
イメージング技術を用いて，口腔がんや前がん病変を抽出することにより早期口腔がんやリスク疾患を描出
する診断法を学術的な側面から検証し確立する。

②研究内容の斬新性
　本研究で用いる 2種類の装置は，青色光を口腔粘膜に照射し，励起された上皮組織のコラーゲン膜から自
家蛍光を観察し，異型細胞および悪性細胞の蛍光発色が低下する特性を用い，早期口腔がんの描出から切除
範囲の設定までを可能にしている。最初のイルミスキャンは国内で初となる装置で，チェアサイドで取り扱
えスクリーンとの一体型装置であること，病変部と周囲組織との輝度が数値化されたことで客観的に病変部
の評価が可能となり，病変の描出から切除範囲の設定まで可能にした点が斬新性を有している。次のオーラ
ルックは iPod液晶画面による観察を可能にした装置である。専用アプリも搭載し，画像データをクラウド上
に自動的に即座に保管されるため，インターネット上での画像管理が可能となった。

③研究の発展性・進展性
　当講座で 2012年より稼働している「口腔がん撲滅委員会‒口腔がん検診ナビシステム‒」の 1,300例の臨床
視診の評価を組み合わせ，次世代口腔がん検診システムの確立に発展させていく。さらに現在開発中の自動
画像解析システムとナビシステム，画像管理システムを連動させ，メディカル AI（人工知能）化への応用が
期待される。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　イルミスキャンは（株）松風，オーラルックは（株）HITS PLANと共同で開発を進めており，産学連携研究
を積極的に行っている。

午前10時35分

2． 口腔粘膜の蛍光観察装置を用いた次世代口腔がん検診システムの
確立

○山 本　信 治 大 野　啓 介 小坂井 絢 子 小 杉　彩 歌 丸 茂　知 子

髙 野　正 行 柴 原　孝 彦

（東京歯科大学　口腔顎顔面外科学講座）

座　長　　桐 田　忠 昭（日本歯科医学会学術研究委員会委員， 

奈良県立医科大学医学部教授）　　　　

希望する協力分野：光学技術（機器）分野
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　背景：乾癬患者は世界で 1億 2500万人といわれており，皮膚に紅斑，鱗屑，落屑の症状を呈し，機能，審
美，精神面で QOL低下が著しい原因不明の難治性疾患である。乾癬では，TIP‒DCがケラチノサイトを活性
化，表皮角化を亢進する。TIP‒DCは乾癬の起点と考えられており，炎症の維持に寄与する。一方，乾癬は
歯科金属アレルギー病態にも見られ，口腔内金属の除去により，症状軽快が報告されている。これらの報告
は，金属アレルギーが乾癬の発症起点，疾患背景に重要な役割を果たす可能性を示す。金属アレルギーモデ
ルマウスで，アレルギー性浮腫を呈する上皮部分には TIP‒DCが顕著に集積する事が報告されている。
　目的：本研究は，金属アレルギーは乾癬疾患背景，増悪因子になるか，アレルギー惹起は乾癬病態を引き
起こすか，アレルギー原因金属除去で乾癬病態は軽快するか，以上の研究仮説を設定し，乾癬モデル，金属
アレルギーモデルを確立し，両者を組み合わせ，病変部位に於ける TIP‒DCを起点とした乾癬発症，金属ア
レルギー惹起，アレルゲン除去による症状の変化を組織学的，免疫学的に解析，研究仮説を検証する。乾癬
の発症背景，発症機序を解明，乾癬の治療法開発と歯科金属アレルギー被疑金属除去療法に対する EBM確
立を目指す。

②研究内容の斬新性
　原因不明の乾癬を，TIP‒DCを基点に金属アレルギーとの関わりを調べた研究はこれまで見られない。 
更に動物モデルを組み合わせて，臨床的疾患病態を形成しようとする点で斬新である。

③研究の発展性・進展性
　難治性皮膚疾患の掌蹠膿疱症や扁平苔癬，乾癬など歯科金属アレルギー関連皮膚粘膜疾患の機序解明の 
糸口となり得る研究である。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　皮膚症状確認解析，免疫学的解析，金属アレルギー部位における微量金属解析，など異分野融合，グループ
形成の有用性は高い。

午前11時00分

3． 乾癬の病態機構に対する歯科金属アレルギー関与の可能性の探究

○高 岡 由梨那 秋 葉　陽 介 秋 葉　奈 美 江 口　香 里 竹 内　陽 香

魚 島　勝 美

（新潟大学大学院医歯学総合研究科　生体歯科補綴学分野）

座　長　　豊 澤　　 悟（日本歯科医学会学術研究委員会委員， 

大阪大学大学院歯学研究科教授）　　　

希望する協力分野：皮膚科学，免疫学，理工学

金属アレルギー誘導性乾癬様病態作成方法
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　齲蝕は口腔保健の啓発活動により，年々減少しているものの，その有病者率は 90％以上であり，極めて高
い。齲蝕の診断は主に視診・触診・X線診など歯科医師の主観的な判断のもと行われてきが，検出感度は不
十分である。そのため，齲蝕を早期に発見するには高感度かつ予知性を有する診断方法の開発が必要とされ
ている。我々は，高い分解能を持つラマン分光法解析を行うことで，被曝を伴わない高感度かつ予知性を有
する新規の齲蝕の診断法の基盤技術を確立し，診断機器の開発を目指す。

②研究内容の斬新性
　我々はヒト抜去歯を用い，齲蝕周囲のエナメル質（肉眼的に実質欠損のない）のラマンスペクトルが変化
することを見出した（足立等．Anal Bio anal Chem．2015）。また，齲蝕によるハイドロキシアパタイト（HAP）
の結晶性の変化を検知する信頼性の高い診断アルゴリズムを構築した。被曝を伴わないラマン分光法は，非
侵襲で分子レベルの変化を調べることができる。通常のエックス線写真では見つけることのできない，μm

単位のHAPの脱灰を検出することが可能である（足立等．Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc．2017）。
また，ラマン分光法は被曝という問題を解消し，分子レベルの変化を検出できるため，診断技術として極め
て斬新で画期的である。

③研究の発展性・進展性
　ハイドキシアパタイトの劣化を分子レベルで検出する技術が確立された場合，骨粗鬆症や癌の骨転移，骨
髄炎の診断，手術範囲の決定を臨床現場でリアルタイムに行うことが可能となり（Point of Care testing），医
学（歯科・整形外科）だけでなく獣医学においても大きなインパクトを与えると考えられる。また，本研究
の基盤となる技術や研究体制をすべて持っているため，大きなアドバンテージを有していると考えられる。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　ex vitroでの基礎検討で得られた知見を疾患モデルに活かすため，特に疾患動物モデルの作製と大型動物
の取り扱いに精通したグループ（獣医学・工学）と共同研究する。異分野グループと連携を取ることで，新
しい研究成果を生み出すことが可能となる。最終的には，ヒトでの臨床応用を目指すべく研究を推進する。

午前11時25分

4． ラマン分光法を用いた齲蝕の新規診断法の開発と臨床応用

○足 立　哲 也1） 堀 口　智 史1） 山 本　俊 郎1） Giuseppe Pezzotti2）

金 村　成 智1）

（1）京都府立医科大学大学院医学研究科　歯科口腔科学
2）京都工芸繊維大学工芸学部　セラミック物理学）

座　長　　大 槻　昌 幸（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　　　　　　 

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科准教授）

希望する協力分野：獣医学・工学
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　超高齢社会において，在宅歯科医療，遠隔歯科医療の技術の進展が待ち望まれており，特に摂食嚥下リハ
ビリテーションにおける，検査・診断技術の進歩と汎用化が必要不可欠である。摂食嚥下障害の検査・診断
機器として，嚥下内視鏡検査，嚥下造影検査がゴールデンスタンダードであるが，機器が高額かつ大型であ
り，診断に熟練が要するなど，遠隔地，過疎地への普及は困難である。そこで，小型 3Dカメラを用いて，
体表面動態から嚥下機能を診断するシステムを開発し，国内特許出願（特願 2017‒082001，3Dカメラを用い
た摂食嚥下機能検査システム，佐藤秀夫ら）および国際特許（PCT特許，科学技術振興機構　知的財産審査
委員会支援による）出願を果たした。本研究では，3Dカメラを用いた摂食嚥下機能検査システムから新規医
療機器の開発を目指す。

②研究内容の斬新性
　本研究では，マーカーレスモーションキャプチャーシステムで，かつ非接触，非侵襲式の小型 3Dカメラ
により，顎顔面の体表面動態等の生体情報を収集し，体表面動態から嚥下機能を評価，診断する点が，従来
の研究と比較して，低コストかつ着眼点が斬新である。

③研究の発展性・進展性
　研究で得られた，生体情報をアルゴリズム化することにより，新規摂食嚥下機能診断機器および遠隔医療
システムの開発につながるとともに，食品検査関連での本システムの活用も想定される。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　人工知能開発関連の工学分野および，画像診断機器開発関連の医工学分野との連携が不可欠である。さら
に，遠隔医療の実証実験にあたり，情報通信工学分野との協働が求められる。

午前11時50分

5． 3Dカメラを用いた摂食嚥下機能検査システムの開発

○佐 藤　秀 夫1） 山 本　祐 士2） 橋 口 真紀子2） 金 田　尚 子2） 白 澤　良 執2）

山 﨑　要 一2）

（1）鹿児島大学病院　発達系歯科センター　小児歯科　
2）鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　小児歯科学分野）

座　長　　小 見 山　道（日本歯科医学会学術研究委員会委員，日本大学松戸歯学部教授）

希望する協力分野：人工知能開発関連の工学分野および，画像診断機器開発関連の医工学分野との連携が不可欠であ
る。さらに，遠隔医療の実証実験にあたり，情報通信工学分野との協働が求められる。また，実証実験に協力可能な
摂食嚥下リハビリテーション講座を必要とする。
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　外科手術には三次元的な空間認識が重要である。これまでに，研究代表者は拡張現実やコンピュータビ
ジョンによる手術ナビゲーションシステムの開発を行った。従来の手術ナビゲーション装置とは全く異なる
術野カメラによる自動画像レジストレーションで，歯を位置合わせに利用して，マーカーを用いずに術野カ
メラから得られた情報を処理して，患者の位置情報を正確に把握する。独立行政法人医薬品医療機器総合機
構より，汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム（医療機器クラス分類：クラスⅡ/承認）に該当
すると助言され，実用化に向けた検証中で，画像認識のロバスト性（頑健性）を向上させる必要が生じた。
そこで，近年，注目を集めている深層学習（ニューラルネットワークと呼ばれる人間の神経構造をコンピュー
タにてシミュレーションする人工知能の学習アルゴリズム）に基づいた人工知能技術の導入が有用と考えた。

②研究内容の斬新性
　これまでは，画像処理において人間がコンピュータ上で取得したデータから特徴量（特徴を数値化したも
の）の設定をする必要があったが，人工知能が自動で取得したデータから認識・理解して，特徴量を自動抽
出できるようになる。術前の CT（コンピュータ断層撮影）と手術時の術野カメラの撮影だけで CT画像と患
者位置の座標系を統合する画像レジストレーション（空間的対応関係を求める処理）が自動で行われるため，
現実空間・実時間での環境の変化に適応した高速かつ高精度な手術支援システムが構築できる。

③研究の発展性・進展性
　人工知能によるビックデータに基づいた手術計画の自動化が可能となる。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　知覚情報学，知能情報学との融合による技術革新が必要である。

午後1時15分

6． 深層学習に基づいた画像認識による人工知能手術支援システムの
開発

○末 永　英 之 谷 口 明紗子 久保田 恵 吾 西 條　英 人 星 　　和 人

（東京大学医学部附属病院　口腔顎顔面外科・矯正歯科）

座　長　　澤 瀬　　 隆（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　　 

長崎大学大学院医歯薬学総合研究科教授）

希望する協力分野：
知覚情報学（コンピュータービジョン，拡張現実）
知能情報学（人工知能，深層学習，ビッグデータ）
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　高齢化社会である現在，認知症が深刻な問題となっているが，依然として有効な治療法はない。口腔領域
では歯周病やそれに伴う歯の喪失（あるいは残存歯数）と認知症発症の関連がコホート研究では指摘されて
いるが，どのようなメカニズムで認知症の発症を促進しているか不明である。我々は抜歯により三叉神経中
脳路核の神経細胞死が生じ，近傍の青斑核が障害されアルツハイマー病を誘発するという経路があることを
見出した。本研究の目的は，この経路を詳細に調べることにより，アルツハイマー病発症予防のターゲット
を明らかにすることである。

②研究内容の斬新性
　本研究は歯の喪失によるアルツハイマー病発症メカニズムを初めて示したもので
ある。我々はアルツハイマー病モデルマウスを使い，三叉神経中脳路核にアミロイ
ドβ（Aβ）が蓄積するような時期に抜歯を行うと，右図のような三叉神経中脳路核‒
青斑核‒海馬へとつながる経路がアルツハイマー病の発症を促進する可能性がある
ことを見出した。このことは，高齢者が歯を失うとアルツハイマー病発症を促進す
る可能性があることを示す斬新なアイディアである。

③研究の発展性・進展性
　この理論は歯周病の予防もしくは治療方針に影響するだけでなく，8020運動の重
要性に新たな意味を持たせる。また，三叉神経中脳路核のアミロイドβ蓄積を早期
に画像診断できれば，認知症発症危険性のスクリーニングにも使える可能性がある。抜歯が不可避になった
場合にどういう対応をすれば良いのかは，今後の研究が必要である。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　この理論のヒトでの検証が必要であり，高齢者を扱う臨床系の分野と共同研究することができれば，実用
性のある展開が期待される。

午後1時40分

7． 歯の喪失がアルツハイマー病を発症させるメカニズムの解明

○後 藤　哲 哉

（鹿児島大学大学院医歯学総合研究科　歯科機能形態学分野）

座　長　　上 條　竜太郎（日本歯科医学会学術研究委員会委員，昭和大学歯学部教授）

希望する協力分野：高齢者歯科学，歯周病学，補綴学，口腔外科学，社会歯科学，画像診断学，老年医学，
歯周病関連企業

図　 歯の喪失から海
馬神経細胞減少
に至る経路
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①研究の背景（これまでの実績を含む）と目的
　超高齢社会の日本において，平均寿命と比較し健康寿命の
伸びが低い現状がある。このような高齢者に対して満足な歯
科治療を行うことは，オーラルフレイルを抑制し，QOLの向
上にも寄与する。歯科治療を行うにあたって印象採得は必須
であるが，その操作には誤飲，誤嚥などの偶発症が多数存在す
る。本研究の目的は，アルジネート印象材の基材であるケイ藻
土に着目し，印象材を硬化させたいタイミングに超音波を照
射することで，安全な操作を実現する印象材および超音波発
生装置を含めたデバイスを開発することである（別添図 1）。

②研究内容の斬新性
　本研究は，すでに安全性が確認され広く用いられているアルジネート印象材に着目し，任意のタイミング
で印象材を硬化させるという新たな方法の確立を目的としており，新素材の開発が先行している医工連携の
研究分野において，不易流行の観点を取り入れたこれまでにない研究である。

③研究の発展性・進展性
　本研究で開発する印象材は，アルジネート印象材とほぼ同じ組成を保つこととし，開発する印象用トレー
についても現在利用されているトレーに超音波発生デバイスを付加する。したがって，安全性およびコスト
面からも臨床応用の可能性が非常に高いと予測される。

④関連領域とのグループ形成の有用性
　本研究では，歯科治療に従事する歯科医師の観点および材料特性を理解し分子レベルから物性にアプロー
チできる専門研究者双方の視点が必須と考え，新潟大学工学部機能材料工学科の可変弾性ソフトマテリアル
研究におけるエキスパートである三俣准教授と共同研究チームを立ち上げている。将来の臨床応用と研究成
果の商品化までを見据えているため，高分子形材料を取扱う工学系の研究グループおよび歯科材料関連企業
との連携を考えている。

午後2時5分

8． 安全な歯科治療のためのレオロジー：超音波で硬化を操る印象法
の開発

○丹 原　　 惇1） 大 森　裕 子1） 三 俣　　 晢2） 川 合　巳 佳2） 高 橋 功次朗1）

齋 藤　　 功1）

（1）新潟大学大学院医歯学総合研究科　歯科矯正学分野
2）新潟大学工学部　機能材料工学科）

座　長　　二 瓶　智太郎（日本歯科医学会学術研究委員会委員，　  

神奈川歯科大学大学院歯学研究科教授）

希望する協力分野：工学部（高分子材料），歯科材料系企業
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