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形成促進効果の検証．第 19 回日本再生医療学会総

会，横浜，2020年 3月 12-14 日． 

20) 依田浩子，大島勇人：糖代謝異常がマウス歯髄組織

へ及ぼす影響．第 125回日本解剖学会総会・全国学

術集会，宇部，2020年 3月 25-27日．第 125回日本

解剖学会総会・全国学術集会 講演プログラム・抄

録集, 2020. 

21) 高見寿子，林 孝文，佐藤 昇，大島勇人：顔面の
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学的考察．第 125回日本解剖学会総会・全国学術集

会，宇部，2020年 3月 25-27日．第 125回日本解剖

学会総会・全国学術集会 講演プログラム・抄録集, 

2020. 
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窓会福島県支部セミナー，郡山，2019年 6月 29 日． 

2) Makishi S, Yamazaki T, Ohshima H: Effects of 
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蔵王温泉，2019年 8月 1-2日． 

3) Suzuki K, Schmachtenberg O, Couve E: Axonal 

degeneration and vascular changes during physiological 
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蔵王温泉，2019年 8月 1-2日． 

4) Quispe-Salcedo A, Sato T, Matsuyama J, Ohshima H: 

Effectiveness of a triple antibiotic paste or calcium 
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mice molars，第 43 回峠の会形態化科学セミナー，

蔵王温泉，2019年 8月 1-2日． 

5) 大島勇人：臨床歯科医に必要な肉眼解剖学．日本橋

インプラントセンター研修会，東京，2019年 8月 22

日． 

6) 大島勇人：歯学部解剖学者のリサーチ・ヒストリー．

Elsevier Day 講演会，東京，2020年 1月 10日． 

7) Ohshima H: Comparison between reduced enamel 

epithelium-derived cell niche in the junctional epithelium 

and epithelial stem cell niche in the apical bud of mice. 

フロンティアミーティング in 青森（岩手医科大学

主催），鰺ヶ沢，2020年 2月 1-2日． 
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transplanted tooth germ with special reference to 

periodontal tissue. 歯科基礎医学会第 5 回令和元年

（2019）ベストペーパー賞． 

 

【その他】 

1) Ohshima H ： Vice Editor-in-Chief, Journal of Oral 
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6) 大島勇人：エンドドンティクス．神奈川歯科大学特
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7) 大島勇人：組織学の研究法．新潟大学医学部保健学

科（2年）特別講義，新潟，2019年 10月 4 日． 

8) 大島勇人：象牙質・歯髄複合体の発生と再生，北海
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9) 常木雅之：病理検査の近未来：AIが医療を変える，
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2019年 11月 8 日． 

10) 常木雅之：病理検査の近未来：医療と人工知能，新
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年 11月 25日． 

11) 大島勇人：学術論文作成に必要な効率的な PubMed
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部 2019年度大学院セミナー，松戸，2020年 2月 12
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12) 大島勇人：令和元年度 SCRP 日本代表選抜大会審査

員，東京，2019年 8 月 23日． 

13) 大島勇人，長谷川智香：（企画・座長）第 61回歯科

基礎医学会学術大会アップデートシンポジウム 4 

「象牙芽細胞・骨芽細胞の cell differentiation 

アップ デート」：１．大島勇人『オーバービュー：

象牙芽細胞と骨芽細胞の分化の違いを考える』，２．

唐木田丈夫『歯髄細胞から象牙芽細胞分化に及ぼす

ミダゾラムのドラッグ・リポジショニング効能』，

３．溝口利英『間葉系幹細胞が司る硬組織維持機構

の解析』，４．長谷川智香『骨細胞分化のバイオイメ

ージング』，東京，2019 年 10 月 13-14 日．J Oral 

Biosci Suppl 2019, p.90-93, 2019. 

14) 大島勇人：（企画）第 27回産学連携フォーラム（歯

科再生医療産学連携会議主催），名古屋，2020 年 1

月 14日． 
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284-287, 2019. 

3) Tsuneki M, Maruyama S, Yamazaki M, Niimi K, 

Kobayashi T, Nishiyama H, Hayashi T, Tanuma J. 
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Maxillofacial Surgery Medicine Pathology, 31 (6): 428-

431, 2019. 

4) 齋藤大輔, 原 太一, 丸山 智, 西山秀昌, 林 孝
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例. 日本口腔外科学会雑誌, 65(7): 479-453, 2019. 

5) 鶴巻 浩, 渡部桃子, 結城龍太郎, 隅田賢正, 山崎 
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49(2): 9-14, 2019. 

 

【研究費獲得】 

1) 田沼順一：クリニカルシーケンス実現へ向けた舌

癌多段階発がんモデルにおける基礎的研究. 日本

学術振興会科学研究費補助金 . 基盤研究 (C), 

19K10069, 2019. 

2) 丸山 智：唾液腺腫瘍の低酸素応答性増殖機構を

標的とした抗腫瘍治療法の創出. 日本学術振興会

科学研究費補助金. 基盤研究(C), 18K09740, 2019. 

3) 山崎 学：細胞死を起点とするがん進展機構：ダイ

イングコードの解明と標的化戦略. 日本学術振興

会科学研究費補助金. 基盤研究(C), 18K09533, 2019. 
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1) 小玉直樹, 永田昌毅, 小山貴寛, 勝見祐二, 新垣元

基, 木口哲郎, 原 夕子, 池田順行, 児玉泰光, 星

名秀行, 西山秀昌, 林 孝文, 丸山 智, 田沼順一, 

高木律男:舌扁平上皮癌 cN0 症例の頸部好発転移に

関する検討. 第 73 回日本口腔科学会学術集会, 川

越市, 2019 年 4 月 19-21 日. 同学術集会プログラム・

抄録集, 185, 2019. 

2) 新垣元基, 勝見祐二, 小玉直樹, 小山貴寛, 永田昌
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科学会学術集会, 川越市, 2019 年 4 月 19-21 日. 同

学術集会プログラム・抄録集, 157, 2019. 

3) 笠原 映 , 勝見祐二 , 大貫尚志 , 永田昌毅 , 山崎 

学, 西山秀昌, 田沼順一, 林 孝文, 高木律男：口
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腔科学会学術集会, 川越市, 2019 年 4 月 19-21 日. 

同学術集会プログラム・抄録集, 162, 2019. 

4) 河原田壮史, 片桐 渉, 荻野奈保子, 齋藤大輔, 三

上俊彦, 船山昭典, 新美奏恵, 山崎 学, 田沼順一, 

小林正治：メトトレキサート投与中止後、顎骨に発

生したと考えられたメトトレキサート関連リンパ

増殖性疾患１例. 第 73 回日本口腔科学会学術集会, 

川越市, 2019 年 4 月 19-21 日. 同学術集会プログラ

ム・抄録集, 242, 2019. 

5) 田沼順一, 山崎 学, 丸山 智：ワークショップ：臓

器病理学の最近の進歩７. 口腔上皮性腫瘍の病理

学的考察：口腔の前癌病変と早期癌に関する問題

点. 第 108 回日本病理学会総会, 東京都, 2019 年 

5 月 9 日. 同総会プログラム・抄録集, 226, 2019 . 

6) 長塚 仁, 橋本 和彦, 丸山 智, 矢田 直美：コ

ンパニオンミーティング 2 口腔粘癌の病理診断 

口腔癌取り扱い規約改訂と病理診断. 第 108 回日

本病理学会総会, 東京都, 2019 年 5 月  9-11 日. 

同総会プログラム・抄録集, 58-59, 2019. 

7) 阿部達也, 味岡洋一, 山崎 学, 丸山 智：アクチ

ン分子を介した ladinin-1 の口腔扁平上皮癌細胞増

殖・遊走制御機構. 第 108 回日本病理学会総会, 

東京都 , 2019 年  5 月  9-11 日 . 同総会プログラ

ム・抄録集, 323, 2019 . 

8) 小山貴寛, 池田順行, 小玉直樹, 齋藤夕子, 西山秀
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