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学会発表
接着性根管充填シーラーを用いた歯根縦破折歯の新規口腔内接着法 ―臨床的および基
礎的評価―

湯本泰弘、伊藤修一、粟倉あずさ、森　真理、斎藤
隆史、古市保志

第30回日本歯内療法学会学術大会、第15
回アジア太平洋歯内療法学会、第7回日韓
合同歯内療法学会併催

-

学会発表
咬合崩壊を伴った重度広汎型慢性歯周炎患者に対して包括的治療を行い改善が認めら
れた一症例

湯本泰弘、古市保志 第52回春季日本歯周病学会学術大会 -

学会発表 垂直性欠損の予後に関する後向き研究
土居多聞，森真理，加藤幸紀，衣笠裕紀，湯本泰
弘，伊藤泰城，粟倉あずさ，門貴司，古市保志

第27回北海道医療大学歯学会 -

学会発表 切迫早産妊婦の歯周組織状態と治療効果 森　真理、加藤幸紀、粟倉あずさ、古市保志
第130回日本歯科保存学会2009年春季大
会（札幌）

-

学会発表 垂直性骨欠損に関する後ろ向き研究
森 真理、加藤幸紀、衣笠裕紀、湯本泰弘、 伊藤泰
城、粟倉あずさ、門 貴司、古市保志

第52回春季日本歯周病学会学術大会（岡
山）

-

学会発表
Attachment of the cells derived from periodontal ligament to chemically modified Ti
surfaces

Kado T, Endo K, Aita H, Ohno H, Furuichi Y EUROPERIO 6 -

学会発表 細胞接着タンパク質を化学修飾したTi表面のヒト歯根膜細胞群に対する親和性 門貴司、日髙竜宏、會田秀紀、遠藤一彦、古市保志 第54回秋季日本歯科理工学会 -

学会発表 ヒト歯根膜由来細胞群の多様性に関する解析-第二報 日高 竜宏、石崎 明、門貴司、白井要、古市保志 第52回春季日本歯周病学会学術大会 -

学会発表 紫外線処理による酸処理チタン表面水酸基の増加に伴う初期細胞接着の促進
坂田美幸、會田英紀、門貴司、遠藤一彦、越野寿、
大野弘機、大畑昇、平井敏博

第118回日本補綴歯科学会 -

学会発表
Cytocompatibility of titanium surface immobilized with cell-adhesive proteins using a
novel chemical modification method

Takashi Kado, Hideki Aita, Tatsuhiro Hidaka,
Kazuhiko Endo, Yasushi Furuichi

再生補綴医学研究会 -

学会発表 FGF-2および BMP-2がヒト歯根膜細胞群による組織再生に与える影響
上與那原朝秀，日高竜宏，白井要，門貴司，賀来
亨，長澤敏行，古市保志

2009年　秋季日本歯周病学会学術大会 -

原著論文 歯根縦破折歯に対する接着性根管用シーラーの応用 ― in vitro における基礎的検討 ―
湯本泰弘，伊藤修一，森　真理，尾立達治，中島啓
介，斎藤隆史，古市保志

日本歯科保存学会雑誌 51 5 514-522

原著論文
Multi-center intervention study on glycohemoglobin (HbA1c) and serum, high-sensitivity
CRP (hs-CRP) after local anti-infectious periodontal treatment in type 2 diabetic patients
with periodontal disease.

Katagiri S, Nitta H, Nagasawa T, Uchimura I,
Izumiyama H, Inagaki K, Kikuchi T, Noguchi T,
Kanazawa M, Matsuo A, Chiba H, Nagkamura N,
Kanamura N, Inoue S, Ishikawa I, Izumi Y

Diabetes Research and Clinical Practice 83 3 308-315

原著論文
Multipotency of Clonal Cells Derived from Swine Periodontal Ligament and Differential
Regulation by Fibroblast Growth Factor and Bone Morphogenetic Protein

Shirai K, Ishisaki A, Kaku T, Tamura M, Furuichi Y Journal of Periodontal Research 44 238-247

著　書 歯科衛生士のためのペリオドンタルメディシン 全身の健康と歯周病とのかかわり 長谷川梢、野口和行、古市保志、和泉雄一 42-47

著　書 口腔と全身疾患 歯科医療は医学を補完する 和泉雄一、古市保志、野口和行、長谷川梢 156-163

著　書 第26章　オステオトームによる上顎洞挙上 古市保志 コーエン 審美再建歯周外科カラーアトラス 425-437

著　書 第５章　歯周病の疫学 古市保志 ザ・ペリオドントロジー 228-234

特別講演・シンポジウム －君のクチから科学が飛びだす－, 妊婦さんにしのびよる歯周病の怖 古市保志 日本歯科保存学会 公開講座 -

特別講演・シンポジウム 歯周病と全身の係わり 古市保志
H21年度　歯科衛生士専任教員講習会
VI，トピックス講習

-

特別講演・シンポジウム 歯周治療とその局所的および全身的な意義 古市保志 後志歯科医師会学術講演会 -

特別講演・シンポジウム 歯周病と糖尿病に関するEBM 古市保志 第9回北海道シルバーヘルスフォーラム -

特別講演・シンポジウム 最近の歯周病のトピックス -歯周治療とその局所的および全身的な意義- 古市保志 小樽歯科医師会学術講演会 -

特別講演・シンポジウム
歯科医療シンポジウム「明るく生きよう！元気に生きよう」、歯周病撃退で、おクチさわや
か、カラダも元気に!!

古市保志
鹿児島大学歯学部創立30周年・鹿児島大
学歯学部同窓会創立25周年記念事業、歯
科医療県民フォーラム

-



特別講演・シンポジウム 歯周治療の流れ、&#8331;生物学的な考察‐ 古市保志
北海道医療大学2保存同門会「北斗の星
の会」2009年度学術講演会、歯周治療の
流れ

-

特別講演・シンポジウム 第4章　SRP 和泉雄一、長澤敏行、古市保志
歯周１st、ぺリオ治 療の疑問をスピード解
決

110-111




