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1300 千円	 (直接経費：1000 千円,	 間接経費：300 千円)	 2014 年度：1170

千円	 (直接経費：900 千円,	 間接経費：270 千円)	 2015 年度：1430 千円	 (直

接経費：1100 千円,	 間接経費：330 千円)	 

	 

4.	 森川暁.	 歯周組織幹細胞による組織再生・治癒様式の解析と新規再生

療法の開発.	 慶應義塾大学:	 文部科学省	 科学研究費補助金	 歯周治療系

歯学	 基盤研究(C);	 2013-2016.	 2013 年度：1560 千円	 (直接経費：1200

千円,	 間接経費：360 千円)	 2014 年度：1690 千円	 (直接経費：1300 千円,	 

間接経費：390 千円)2015 年度：1820 千円	 (直接経費：1400 千円,	 間接

経費：420 千円)	 

	 

5.	 和嶋浩一.	 日中クレンチングは単に癖ではなく中枢性筋緊張抑制機能

障害による.	 慶應義塾大学:	 文部科学省	 科学研究費補助金	 補綴系歯学	 

基盤研究(C);	 2012-2015.	 2012 年度：2080 千円	 (直接経費：1600 千円,	 

間接経費：480 千円)	 2013 年度：1560 千円	 (直接経費：1200 千円,	 間接

経費：360 千円)	 2014 年度：1560 千円	 (直接経費：1200 千円,	 間接経費：

360 千円)	 

	 

6.	 中川種昭.	 歯周組織幹細胞からみた慢性歯周炎組織破壊と組織リモデ



リング機序の解明	 慶應義塾大学:	 文部科学省	 科学研究費補助金	 歯科医

用工学・再生歯学	 基盤研究(C);	 2012-2015.	 2012 年度：1560 千円	 (直

接経費：1200 千円,	 間接経費：360 千円)	 2013 年度：1820 千円	 (直接

経費：1400 千円,	 間接経費：420 千円)	 2014 年度：1950 千円	 (直接経

費：1500 千円,	 間接経費：450 千円)	 

	 

7.	 臼田慎.	 ロボットアームと感覚機能を有した歯科インプラントナビゲ

ーションシステム.	 慶應義塾大学:	 文部科学省	 科学研究費補助金	 歯科

医用工学・再生歯学	 挑戦的萌芽研究;	 2012-2014.	 2012 年度：1560 千

円	 (直接経費：1200 千円,	 間接経費：360 千円)	 2013 年度：780 千円	 (直

接経費：600 千円,	 間接経費：180 千円)	 2014 年度：1300 千円	 (直接経

費：1000 千円,	 間接経費：300 千円)	 

	 

	 

特許	 (1)	 

	 

1.	 和嶋浩一.	 中枢感作診断装置及びその動作方法.	 Japan	 patent	 JP	 特

願 2012033972.	 2014	 8/19.	 

	 

	 

	 


