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日時：2015年 1月 24日（土） 

 

会場：日本大学歯学部	 2号館 1F	 研修医講堂 

 

担当：日本大学歯学部歯科放射線学講座 

 

 

 



プログラム 

【一般演題】	 

Session 1  13:00～14：15	 	 座長：江島 堅一郎 
1. in Vivo マイクロ CTによるリウマチ性関節炎モデルマウスの下顎頭の観察  

  第２報	 後肢骨形態変化との比較  

 ○ 川嶋祥史 1,2), 山田久弥 1,3), 雨宮俊彦 1,3), 江島	 堅一郎 1,2), 新井嘉則 4), 本田和也 1,2) 

日本大学歯学部歯科放射線学講座 1), 日本大学歯学部総合歯学研究所高度先端医療研究部門 2), 

日本大学大学院歯学研究科健康科学分野 3), 日本大学歯学部 4) 

 

2. コーンビーム CT装置 KaVo 3D eXam+の三次元セファロメトリにおける実効線量  

  ○ 岸田尚樹, 井澤真希, 原田康雄, 小林育夫*, 芝 規良, 齋藤圭輔, 高橋伸年, 奥村泰彦 

明海大学歯学部 病態診断治療学講座 歯科放射線学分野 
*長瀬ランダウア株式会社 

 

3. パノラマエックス線写真の骨粗鬆症スクリーニング指標と現在歯数との関連  

  ○ 田口	 明, 杉野紀幸, 岩本弥恵, 山田真一郎, 黒岩博子, 藤木知一, 内田啓一 

松本歯科大学 歯科放射線学講座 

 

4. 3T MR装置を用いた顎関節のリアルタイムシネ画像：撮像条件の検討  

  ○ 鉄村明美, 中村伸, 坂本潤一郎, 吉野教夫, 能村嘉一, 町田章彦, 鈴木まどか, 小滝真也,  

ガンソム・スパック, 倉林亨 

東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野 

 

5. 顎関節部 MR画像における皮質骨および関節円板の信号強度  

  ○ 藤倉	 満美子, 西川	 慶一, 音成	 実佳, 黒田	 沙, 和光	 衛, 佐野	 司 

東京歯科大学 歯科放射線学講座,  

昭和大学歯学部 口腔病態診断科学講座歯科放射線医学部門 

 

休憩	 14：15～14：25 
 

【特別講演 1】 
14：25～15：15	 	 	 座長：本田和也 

	 「頭頸部領域の最近のエコー診断について」  
	 	 	 	 	 	 小川槇広先生	 日本大学医学部消化器肝臓内科	 准教授 
 

休憩	 15：15～15：25 
 



【一般演題】	 

Session 2  15：25～16：15	 	 座長：井澤 真希 
6. 顎関節部に発生した異所性石灰化物の 1症例  

  ○ 井本研一 1), 和光	 衛 1), 吉田幸平 2), 村松恭太郎 2),齊藤	 力 2) , 松坂賢一 3) 

東京歯科大学 歯科放射線学講座 1), 東京歯科大学 口腔外科学講座 2),  

東京歯科大学 臨床検査病理学講座 3) 

 

7. 左側下顎骨臼歯部に発生した平滑筋肉腫の症例  

  ○ 荒木正夫 1), 雨宮俊彦 1), 本田和也 1), 米原啓之 2), 大木秀郎 2), 松本直行 3), 小宮山一雄 3) 

日本大学歯学部 歯科放射線学講座 1) 日本大学歯学部 口腔外科学講座 2) 

日本大学歯学部 病理学講座 3) 

 

8. 14歳男子に発生した診断に苦慮した上顎の腫瘤性病変の一例  

  ○ 桒原 健二 1), 末光 正昌 2),福田 大河 1), 原 慶宜 1), 德永 悟士 2), 久山 佳代 2), 金田 隆 1) 

日本大学松戸歯学部 放射線学講座 1) 日本大学松戸歯学部 病理学講座 2) 

 

9. 11歳男児の上顎に生じた  Myxofibroma の一例：CT・MRI所見を中心に  

  ○ 德永 悟士 1), 村松 輝晃 1), 末光 正昌 2), 桒原 健二 1), 福田 大河 1), 原 慶宜 1), 久山 佳代 2),  

金田 隆 1) 

日本大学松戸歯学部 放射線学講座 1), 日本大学松戸歯学部 口腔病理学講座 2） 

 

10. 上顎洞内部に広範囲に進展した含歯性囊胞の 1例  

  ○ 長内	 秀 1), 内田啓一 1), 髙田匡基 2), 落合永隆 3), 嶋田勝光 3), 杉野紀幸 1), 黒岩博子 1),  

山田真一郎 1), 望月慎恭 1), 藤木知一 1), 各務秀明 2), 篠原	 淳 2), 長谷川博雅 3), 田口	 明 1) 

松本歯科大学 歯科放射線学講座 1), 松本歯科大学 口腔顎顔面外科学講座 2),  

松本歯科大学 口腔病理学講座 3) 

 

休憩	 16：15～16：25 
【特別講演 2】 
16：25～17：25	 座長：新井嘉則 

「Calcified Carotid Atheroma: Clinical Significance and Imaging Characteristics」 
	 Soon-Chul Choi, DDS, PhD    Professor. 

Dept. of Oral & Maxillofacial Radiology School of Dentistry 
Seoul National University 
 

【関東地方会総会】17：25～17：45 
 

【地方会懇親会】  18：00～19：30  ビストロ備前	 日本大学歯学部より徒歩 1分 



	 	 	 	 	              	  

◎学会参加費は 1000円 懇親会費は 4000円です。（当日受付にてお支払いください。） 

◎発表は PCプロジェクタ（単写）、Power point（Windows）(USBメモリー)にて行います。 

◎発表時間は 10分、質疑応答は 5分です。但し、一例報告の口演については発表時間 6分、質疑応

答 4分です。よろしくお願いします。 

 

世話人会案内  
関東地方会世話人会	 12：00～13：00日本大学歯学部 2号館	 2階	 示説室（昼食を用意します） 

 

会場までのアクセス  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈連絡先〉 

準備委員長：澤田久仁彦（E-mail：sawada.kunihiko@nihon-u.ac.jp） 

〒101-8310 東京都千代田区神田駿河台 1-8-13 

日本大学歯学部歯科放射線学講座 

Tel：03-3219-8104, Fax：03-3219-8354 

 

〈日本歯科放射線学会関東地方会事務局〉 

〒113-8510	 東京都文京区湯島 1－5－45	 東京医科歯科大学	 口腔放射線医学分野内 

Tel:03-5803-5546,Fax:03-5803-0205,	 e-mail:akemi.orad@tmd.ac.jp 

JR中央・総武線、東

京メトロ丸ノ内線

「御茶ノ水」駅 下

車 徒歩 2分 

東京メトロ千代田

線「新御茶ノ水」駅 

下車 徒歩 2分 

	 歯科病院（2号館）地

下 1階入り口からお入

りください（赤矢印）。 

	  

 


