
日本矯正歯科学会論文賞　受賞者一覧

第1回論文賞（平成29年）
論          文          名 受賞者氏名 受賞時の所属 掲  載  雑  誌

下顎側方偏位を伴う顎変形症患者における顎関節雑音と下顎頭形
態との関連

山田恭平, 大森浩子, 桐本博
章, 島﨑一夫, 小野卓史

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科 咬合機能矯正学分野

Orthodontic Waves-
Japanese Edition,
75(1), 1-7, 2016

鼻閉塞が成長期ラットにおける脾臓NK細胞比率に及ぼす影響
山口　大

１)
, 村上嘉規

1)
,

佐藤友紀1), 小林良喜2)，

根岸慎一
1)
，葛西一貴

1)

1) 日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座
2) 

日本大学松戸歯学部微生物免疫学講座

Orthodontic Waves-
Japanese Edition,
75(2), 126-132, 2016

第2回論文賞（平成30年）
論          文          名 受賞者氏名 受賞時の所属 掲  載  雑  誌

Evaluation of the laterality of the tissue oxygen saturation of
masticatory muscles in subjects with facial asymmetry

鈴木克彦,小海暁,上杉俊輔,
西山暁,小野卓史

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科 咬合機能矯正学分野

Orthodontic Waves
76（4）,232-237,2017

口唇裂・口蓋裂患者におけるエナメル質形成不全の統計学的調査

郡司秀美１), 國松亮2),

吉見友希2), 光吉智美2)，

粟田哲也2)，沖奈苗2)

阿部崇晴１),岡本友希2),

木村綾１),谷本幸太郎2)

1) 広島大学大学院医歯薬保健学研究科医
歯薬学専攻歯学講座(歯科矯正学)
2) 

広島大学大学院医歯薬保健学研究科応
用生命科学部門（歯科矯正学）

Orthodontic Waves-
Japanese Edition,
75(2), 126-132, 2016

Mandibular dental-basal arch forms in skeletal Class Ⅲ patients
with mandibular prognathism

鈴木章弘, 新井一仁,織田育
世

日本歯科大学生命歯学部歯科矯正学講座
Orthodontic Waves
76(3),174-183,2017



第3回論文賞（2019年）
論          文          名 受賞者氏名 受賞時の所属 掲  載  雑  誌

Influence of habitual mouth breathing on taste sensation
木村（植田）佳世, 島崎一夫,
杉本久美子, 小野卓史

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科 咬合機能矯正学分野

Orthodontic Waves  77
（1）, 24-30,2018

A collaborative survey on occlusion after orthodontic treatment in
patients with unilateral cleft lip and palate in Japan

真野樹子1), 石渡靖夫2),
朝日藤寿一3), 岩田敏男4)，
坂本輝雄5)，森下格6) ，
大西（山元）有理7) ，
須田直人8) ，須佐美隆史9)
，齋藤功10)

1)	明海大学歯学部形態機能成育学講座矯正歯科学分野

2)	いしわた矯正歯科

3)	新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野

4)	神奈川歯科大学口腔科学講座歯科矯正学分野

5)	東京歯科大学歯科矯正学講座

6)	聖マリア病院 矯正歯科

7)	大阪府立母子保健総合医療センター

8)	明海大学歯学部形態機能成育学講座歯科矯正学分野

9)	東京大学大学院医学系研究科　口腔顎顔面外科・矯正歯科

10)	新潟大学大学院医歯学総合研究科歯科矯正学分野

Orthodontic Waves 77
（2）, 101-110, 2018

第4回論文賞（2020年）
論          文          名 受賞者氏名 受賞時の所属 掲  載  雑  誌

Estimation of tooth agenesis risks between tooth types in
orthodontic patients with non-syndromic oligodontia

佐藤絢香, 新井一仁 日本歯科大学生命歯学部歯科矯正学講座
Orthodontic Waves  78
（2）, 49-55,2019

歯列模型三次元デジタル画像を用いた上顎急速拡大の評価
窪田めぐみ,尾崎博弥,不島健
持

神奈川歯科大学高度先進口腔医学講座
歯科矯正学分野

Orthodontic Waves
Japanese Edition
78(1):22-36,2019

第5回論文賞（2021年）
論          文          名 受賞者氏名 受賞時の所属 掲  載  雑  誌

Simultaneous distal movement of the maxillary first and second
premolars can be achieved by distal movement of the maxillary

first molar using a headgear
宮野純一,川邉紀章,藤代篤,嘉ノ海龍三,上岡寛カノミ矯正・小児歯科クリニック

Orthodontic Waves
Volume 79, Issue 4,

Pages 171-178, 2020
Daidzein induces bone morphogenetic protein-2 and runt-related
transcription 2 on periodontal ligament cells after experimental

tooth movement
櫻井三央子,清水真美 日本大学松戸歯学部矯正歯科学講座

Orthodontic Waves
Volume 79, Issue 4,

Pages 145-151, 2020
Improvement of binding friction between stainless steel

orthodontic wire and bracket by performing Rh-PTFE composite
plating on the wire

小山晃裕,小野卓,宇尾基弘,清川肇,大平信孝,島芳夫,簡野瑞誠
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科
咬合機能矯正学分野

Orthodontic Waves
Volume 79, Issue 1,
Pages 39-47, 2020



第6回論文賞（2022年）
論          文          名 受賞者氏名 受賞時の所属 掲  載  雑  誌

Establishment of a novel method for qualitative and quantitative
evaluation of deglutitive tongue movement by integration of

ultrasound video imaging and lateral cephalogram

Thiri Hla-Myint１),，辻美千子
1）

，鈴木聖一
1）

，大林尚人
2）

，

倉林亨
2）

，森山啓司
1）

¹東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科顎顔面矯正学分野
²東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究
科 口腔放射線医学分野

Orthodontic Waves,
80 (1), 23-31, 2021

Smoking cessation rescues tooth movement delays caused by
tobacco smoke components

的場大
1）

，西浦亜紀
1）

，

本田義知2），藤原眞一3），

松本尚之
1）

¹大阪歯科大学歯科矯正学講座
²大阪歯科大学口腔解剖学講座
3大阪歯科大学化学教室

Orthodontic Waves,
80 (1), 17-22, 2021

Biomechanical evaluation of maxillary protraction with an
orthodontic anchor screw: a three-dimensional finite element

analysis

海老澤朋宏1），西井康1），

片田英憲
2）

，末石研二
1）

¹東京歯科大学歯科矯正学講座
²東京歯科大学水道橋病院矯正歯科

Orthodontic Waves,
80 (3), 149-160, 2021


