日本歯科放射線学会	
第29回関西・九州合同地方会
（第52回関西地方会・第48回九州地方会）	
プログラム集 	

開催日時：2009年11月28日（土）13時 ～17時	
開催場所：岡山大学 歯学部棟4F 第一講義室
〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1
学会世話人：浅海 淳一	
連絡先：〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1
岡山大学 大学院医歯薬総合研究科	
腫瘍制御学講座 歯科放射線学分野
TEL: 086-235-6705 	
FAX: 086-235-6709	
準備委員長：此内 浩信	

＜ご案内＞	
１．会費について
合同地方会費 1,000円、 懇親会費 4,000円
学会当日受付にてお支払いください。（会員・非会員同額）
２．事前登録
会場予約の関係上、学会と懇親会に参加される先生方の所属・お名前を2009年
11 月13日（金）までに施設ごとにまとめて、準備委員長宛にe-mailにてお送りください
３ ．発表時間	
発表9分、質疑応答3分の計12分を予定しております。
該当セッションの進行に関しましては、座長に一任致します。	
遅滞なき進行にご協力をお願い致します。
	
４．発表形式
コンピュータプロジェクションの単写にて行います。
スライドはMicrosoft Powerpointで作成してください。
こちらで準備しますPC は、Windows (Windows XP、Office 2003、2007)です。
PCの持ち込みを希望される方は演題申込時にご相談ください。
ファイルはUSBメモリまたはCD-Rにて当日ご持参の上、受付にて試写確認してください。
５ ．学会会場のクローク
学会会場ではクロークの準備をしておりません。
お手数ですが、お荷物は会場の隣席に置いていただくようお願い致します。
６．事後抄録
事後抄録 (800字以内、Word形式)を発表後１週間以内（2009年12月7日(日)まで）
に、施設ごとにまとめて、e-mailにて準備委員長までお送りください。
７ ．懇親会	
ピュアリティまきびにて、
18時より行う予定にしております。
タクシーで会場までご案内致しますので、
当日の一般演題が終了致しましたら、
係の案内に従って、移動していただきます。
ピュアリティまきび
〒700-0907 岡山市北区下石井2-6-41
TEL（086)232-0511
FAX（086)224-2995 	
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８ ．学会会場へのアクセス
〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1
岡山大学 歯学部棟4F 第一講義室
・岡山駅前から岡電バス市役所経由の
「労災病院」行、「岡南営業所」行、
「大東」行に乗車、「大学病院前」で下車。
・岡山駅前の電車乗場から「清輝橋」行に
乗車、終点清輝橋下車、徒歩約8分。
・岡山駅前からタクシー 7～10分。
岡山大学病院では構内全て禁煙となっております。
ご協力をよろしくお願いいたします。 	
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＜ご挨拶＞	
日本歯科放射線学会	
第29回関西・九州合同地方会
（第52回関西地方会・第48回九州地方会）	
会長 浅海 淳一 	

このたび、岡山の地で、日本放射線学会第29回関西・九州合同地方会（第52回関西	
地方会・第48回九州地方会）を開催することになりました。	
	
岡山では平成17年に第26回関西・九州合同地方会を岸幹二先生のご退職の時に	
開催させていただきました。今回は、平成20年に教授に就任後初めての学会になります。
皆様からお寄せいただきましたご演題と懇親会のみのシンプルな地方会になりました。
懇親を深める場としてお楽しみいただけると幸いです。	

＜学術講演タイムスケジュール＞	
 
開会の辞
13：00～13：05
	
 
一般口演
	
 
13：05～13：53
Session Ⅰ	
 
13：53～14：10
休憩
14：10～14：58
Session Ⅱ
	
 
	
 
休憩
14：58～15：40 （軽食を準備しております）
	
 
一般口演
	
 
15：40～16：04
Session Ⅲ
16：04～16：52
Session Ⅳ	
 
	
 
閉会の辞
16：52～17：00 	
 
	
 
学会終了後、18：00よりピュアリティまきびにて、懇親会を行います。
タクシーで会場までご案内致しますので、
係の案内に従って移動していただきます。	
 

－３－	

＜学術講演プログラム＞	
一般口演（発表9分、質疑応答3分）

	

	

13：05～13：53
Session Ⅰ

座長： 田中 達朗（九州歯科大学）

	

１． 「 Tomosynthesis法パノラマ再構成における歯列隣接面描出能の評価」
	
○横井みどり1)、勝又明敏2)、内藤宗孝3)、後藤賢一1)、蛭川亜紀子1)、	
松尾綾江1)、奥村信次1)、有地榮一郎3)
1) 愛知学院大学 歯学部附属病院 放射線技術部	
2) 朝日大学 歯学部 歯科放射線学分野	
3) 愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座

２．「歯科用コーンビームCT装置の被ばく線量について」
	
○中村伸枝1)、田川 忍1)、赤木憲明1)、中島真由佳1)、松浦竜太郎1)、稲村圭司1)、
浅海淳一2）	
1) 岡山大学病院 医療技術部 放射線部門	
2) 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 歯科放射線学分野	

３． 「当科における画像検査件数の推移」
	
○若杉奈緒、鬼頭慎司、松本 忍、小田昌史、内田朱美、広松辰巳、田中達朗、
森本泰宏
九州歯科大学 口腔診断学講座

４． 「唾液腺症6症例の画像分析」
○上野繭美1)、清水真弓2)、後藤多津子1)、河津俊幸1)、岡村和俊2)、筑井 徹2)、
吉浦一紀2)
1) 九州大学病院 口腔画像診断科
2) 九州大学 大学院歯学研究院 口腔画像診断科

13：53～14：10

休憩
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14:10～14：58
Session Ⅱ

座長： 角 忠輝（長崎大学）	

	
５．「MR IDEAL像による弱い持続噛締め時の咬筋変化の解析」
○有地淑子1)、田口 明2) 、佐久間重光3) 、三木 学4) 、浅輪貴行5) 、
内田啓一2) 、吉成伸夫4) 、平岩裕一郎1) 、木瀬祥貴1) 、泉 雅浩1) 、
内藤宗孝1) 、勝又明敏6) 、有地榮一郎1)
1) 愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座 	
2) 松本歯科大学 歯科放射線学講座	
3) 愛知学院大学 歯学部 冠・橋義歯学講座 	
4) 松本歯科大学 歯学部 歯科保存学第１講座	
5) 松本歯科大学 歯学部附属病院 歯科放射線科	
6 ) 朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 歯科放射線学分野
	

６．「 FEN1活性抑制による細胞老化について」
	
○片山郁夫、佛坂由可、中村 卓	
長崎大学・院・頭頸部放射線学分野	
	

７．「 hypoxiaにおけるGSK3β-αNAC経路について」
	
○佛坂由可、片山郁夫、中村 卓	
長崎大学・院・頭頸部放射線学分野

８．「拡散テンソルトラクトグラフィーによる下歯槽神経の描出」
	
○市原隆洋	
福岡歯科大学 医科歯科総合病院 放射線室

14:58～15：40 休憩（軽食を準備しております）
15：40～16：04
Session Ⅲ

座長： 浅海 淳一（岡山大学）

	

９．「放射線防護衣の管理体制の構築」
	
○森光祐介1) 、本田 貢1) 、沼田美保1) 、田川 忍1) 、山口卓也1) 、
廣本宗生1) 、中村伸枝1) 、稲村圭司1) 、浅海淳一2)	
1) 岡山大学病院 医療技術部 放射線部門	
2) 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 歯科放射線学分野	
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１０．「汎用ワークステーションを用いた実体模型作成システムの有用性」
	

○山内崇嗣1) 、赤木憲明1) 、中村伸枝1) 、稲村圭司1) 、中原龍一2）、西田圭一郎2）、
尾崎俊文2）、竹内哲男3）、浅海淳一4)	
1) 岡山大学病院 医療技術部 放射線部門	
2) 岡山大学病院 整形外科
3) 岡山大学病院 医療技術部 歯科部門	
4) 岡山大学 大学院医歯薬学総合研究科 歯科放射線学分野

16：04～16：52
Session Ⅳ

座長：有地 淑子（愛知学院大学）	

	

１１． 「 FDG高集積を認め診断に苦慮したアミロイド沈着を伴う下顎骨骨髄炎の一例」
	

○鬼頭慎司、若杉奈緒、松本 忍、小田昌史、内田朱美、広松辰巳、田中達朗、森本泰宏
九州歯科大学 口腔診断学講座	

１２．「 頸部転移リンパ節診断における18F-FDG PET/CTの有用性：
STIR MRイメージングとの比較
	

○角 忠輝、木村泰男、角 美佐、中村 卓	
長崎大学・院・頭頸部放射線学分野	

１３． 「下顎平滑筋肉腫の1例」
○ 勝又明敏，飯田幸弘，藤下昌己
朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座 歯科放射線学分野	

１４．「 口唇がんおよび口角を含む頬粘膜がんに対する
	
2 pieces type customized mold technique を使用した高線量率小線源治療 」	
	

○松﨑秀信1)、畦坪輝寿1) 、柳 文修1) 、片嶋和典2） 、芦田昌和2）、藤田麻里子2）、
浅海淳一1、2) 、此内浩信1) 、本多康聡1) 、久富美紀2）、村上 純2）	
1) 岡山大学病院 歯科放射線・口腔診断科
2) 岡山大学 医歯薬学総合研究科 歯科放射線学分野	

16：52～17：00

閉会の辞

	
学会終了後、18：00よりピュアリティまきびにて懇親会を行います。	
タクシーで会場までご案内致しますので、係の案内に従って、
移動していただきます。 	
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