
所属 氏名

1 下顎水平埋伏智歯抜歯術後の感染に関する研究 横浜クリニック口腔外科 中村　篤 490

2
顎変形症治療における安全な手術方法の確立に関
する検討

横浜クリニック口腔外科 中村　篤 491

3
唾液腺腫瘍におけるP2X7レセプターの発現について
の研究について

口腔科学講座 槻木恵一 492

4
在宅歯科診療におけるバーチャルリアリティ技術を応
用した視覚教材が学生の訪問診療に対する意識に
与える影響についての研究

全身管理医歯学講座 高城大輔 493

5
認知機能評価と口腔衛生状況および口腔清掃支援
の必要性に関する研究

全身管理医歯学講座 高城大輔 494

6
抗菌剤および歯科材料がバイオフィルムの代謝及び
菌叢に与える影響について

口腔統合医療学講座 富山　潔 495

7
根面齲蝕モデルの確立を目的とした活動性および非
活動性齲蝕の研究

口腔統合医療学講座 富山　潔 496

8
マルチセンターリサーチによる日中覚醒時ブラキシズ
ムの診断基準確立に関する研究

全身管理医歯学講座 玉置勝司 497

9
舌圧と口唇圧が歯列や口蓋の形態に与える影響に
ついての研究

口腔統合医療学講座 浅里　仁 498

10
悪性腫瘍の精査が困難な患者の悪性腫瘍好発傾向
を探る

全身管理医歯学講座 赤坂　徹 500

11
呼吸様式が認知機能に与える影響について：NIRSに
よる検討

口腔統合医療学講座 大塚剛郎 503

12
口腔周囲筋機能訓練（MFT)における感覚運動野の
活動の検討

口腔統合医療学講座 大塚剛郎 504

13
天然歯と人口歯(インプラント）の咬合刺激により誘発
される大脳皮質賦活の比較

口腔統合医療学講座 大塚剛郎 505

14
障害者歯科における歯科恐怖症患者および異常絞
扼反射患者の歯科実態調査

高度先進口腔医学講座 高野知子 506

15
表皮細胞付着試料体の種類および付着後の経過時
間がDNA鑑定に及ぼす影響

災害医療歯科学講座 大平　寛 512

16
利用者・家族が捉えた訪問看護師の役割と多職種連
携の実際

短期大学部看護学科 石川徳子 513

17
睡眠時無呼吸症候群患者の顎顔面形態的特徴と口
腔内装置の効果と影響

附属病院矯正科 岩田敏男 514

18
非抜歯矯正治療と抜歯矯正治療の多角的変化に関
する検討

附属病院矯正科 岩田敏男 515

19
過敏性腸症候群に対する桂枝加芍薬湯の有効性：多
施設共同プラセボ対照二重盲検無作為化試験

横浜クリニック 結束貴臣 521

20
笑気吸入鎮静法下歯科治療時のてんかん発作の有
無について ―当科における過去5年間からの実態調
査―

全身管理医歯学講座 小松知子 522

21
Down症候群の舌運動機能訓練による口腔機能低下
症予防に関する臨床研究  ―唾液検査による酸化ス
トレスとの関連性の探求―

全身管理医歯学講座 小松知子 523
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22
顎・口腔領域に発生した線維増殖性病変の臨床統計
学的観察研究について

口腔科学講座 槻木恵一 524

23
レビー小体病におけるREM睡眠行動異常症スクリー
ニング質問紙法日本語版の信頼性と妥当性に関する
検討

認知症・高齢者総合内科 眞鍋雄太 526

24
口腔内スキャナおよびVRの補綴・インプラント治療へ
の応用

口腔医療統合医療学講座 丸尾勝一郎 527

25 日帰り全身麻酔における術後悪心・嘔吐の検討 全身管理医歯学講座 黒田英孝 528

26
超高齢社会に向けた短期間高精度義歯製作システ
ムにおけるフルアーチ連結・嵌合型人工歯開発に関
する研究

全身管理医歯学講座 玉置勝司 529

27
神奈川歯科大学附属病院における咬合違和感症候
群患者の症型分類と治療法に関する研究

全身管理医歯学講座 玉置勝司 530

28 疫学調査「口腔がん登録」 顎顔面病態診断治療学講座 岩渕博史 532

29
単純CTデータを用いた耳下腺導管の３次元抽出法の
確立

顎顔面病態診断治療学講座 泉　雅浩 533

30
三学会合同抗菌薬感受性サーベイランス　―歯科・
口腔外科領域感染症―

顎顔面病態治療学講座 岩渕博史 534

31
もの忘れ外来患者における口腔機能と脳機能及び形
態との関連性

口腔統合医療学講座 木本克彦 535

32
歯科インプラント術前診断における埋入シミュレーショ
ン時の軟組織に関する研究

高度先進口腔医学講座 児玉利朗 536

33
無歯顎歯槽堤における頬側(唇側）・口蓋側の歯槽堤
高さの相対的差異に関する研究

高度先進口腔医学講座 児玉利朗 537

34
臨床実習生の医療コミュニケーション能力変化の評
価について

口腔統合医療学講座 浅里　仁 538

35
高齢者の高次脳機能と酸化ストレスに対する効果的
な摂食嚥下機能療法の探索

全身管理医歯学講座 小松知子 539

36 中殿筋と大殿筋の筋走行と運動方向の検討 特任講師 柴田昌和 540

37 新たな口腔内デジタルデータ採得法の研究 口腔統合医療学講座 星　憲幸 542

38
オーダーメイド電動歯ブラシが糖尿病患者の口腔と
全身および生活習慣に与える効果の検討

口腔統合医療学講座 両角俊哉 543

39
近赤外光イメージング法を応用した補綴治療の補助
診断システムの構築

口腔統合医療学講座 大野晃教 544

40
看護師に対するオーラル・フレイルのアセスメントに関
する実態調査

短期大学部歯科衛生学科 星野由美 545

41
咀嚼不全がヒト海馬へ及ぼす影響についてのMRI分
析

顎顔面病態診断治療学講座 谷口紀江 546

42
認知症患者における瞳孔視野計による他覚的視野評
価法の有効性に関する研究

高度先進口腔医学講座 市邉義章 547

43 多機能性EDTAを用いた次世代根管洗浄剤の開発 口腔統合医療学講座 鈴木二郎 548

44 疫学調査「口腔がん登録」 横浜クリニック歯科口腔外科 南雲達人 549



45
歯科CAD/CAMシステムによる歯冠修復処置に関す
る臨床研究

口腔科学講座 二瓶智太郎 552

46 歯科治療におけるストレス評価 口腔統合医療学講座 武村幸彦 554

47
オーラルスキャナーとスキャンボディを用いたインプラ
ント治療への応用

口腔統合医療学講座 永田紘大 555

48 外科的矯正治療に関する実態調査 顎顔面病態診断治療学講座 鈴木健司 558

49
認知機能低下の度合いに応じた口腔機能管理方法
に関する調査

全身管理医歯学講座 飯田貴俊 559

50 デジタルデータを用いた口腔内の継時的変化の研究 口腔統合医療学講座 星　憲幸 561

51 口腔内環境と生活習慣病の関連の検討
健康管理室・
災害医療歯科学講座

長谷川　巖 562

52 外科的矯正治療に関する実態調査 横浜クリニック口腔外科 小枝聡子 565

53
ブラックシリカ含有歯ブラシの清掃効果についての検
討

口腔科学講座 槻木恵一 566

54 審美性ブラケットの歯質接着に関する研究 口腔科学講座 二瓶智太郎 567

55
歯科恐怖症患者を静脈内鎮静法下で治療した時のス
トレスの変化についての研究

全身管理医歯学講座 今泉うの 568

56
要介護高齢者における抗菌および抗菌歯肉炎成分
配合洗口液の効果についての研究

全身管理医歯学講座 高城大輔 569

57
Easy ARM(eARM)による歯科医師の診療負担軽減シ
ステムの開発と応用

口腔統合医療学講座 石井信之 570

58
全国歯科大学・歯学部付属病院小児歯科外来におけ
る経口抗菌薬の使用実態調査

口腔統合医療学講座 木本茂成 571


