NPO 法人

日本歯科放射線学会

第 223 回関東地方会・第 36 回北日本地方会
第 24 回合同地方会

学術講演プログラム

日

時：2016 年 7 月 2 日（土）

会

場：北海道大学歯学部講堂

〒060-8586 北海道札幌市北区北 13 条西７丁目
担

当：北海道大学大学院歯学研究科歯科放射線学講座

【世話人会ご案内】
関東地方会（3F 第 1 ゼミナール室） 11：00～12：00
北日本地方会（1F PBL 室）

11：00～12：00

合同地方会世話人会（3F 第１ゼミナール室）12：00～13：00
（合同地方会世話人会にて昼食をご用意いたします）
※入口：歯学部玄関（添付地図参照）
入口から会議室まではスタッフが随時ご案内いたします。
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プログラム
【開会の辞】13：05 ～ 13：10
【特別講演】

開催校世話人：箕輪

13：10 ～ 14：10

座長：

「北大病院における陽子線治療」
北海道大学病院 放射線治療科

休憩

北海道大学

和行

大森 桂一

医学物理部門
高尾 聖心先生

14：10 ～ 14：20

【一般演題】
Session 1
14：20 ～ 15：05
座長：中山 英二
1． オーラルフレイルの早期発見のための側方セファロ画像解析における基礎的
検討
○松田幸子、木村幸紀、荒木和之
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

2．

過去８年間に北海道大学病院歯科放射線科で対応した歯科異物誤飲
○金子正範、山野 茂、志摩朋香、鈴鹿正顕、竹内明子、大森桂一、箕輪和行
北海道大学大学院歯学研究科歯科放射線学講座

3．

デジタルパノラマ X 線画像の視覚的評価と線量
○芝 規良、 原田康雄、 井澤真希、 齋藤圭輔、 小澤智宜、 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
休憩

15：05 ～ 15：15

【一般演題】
Session 2
15：15 ～ 16：00
座長：高橋 伸年
4． 上顎骨に発生した巨細胞腫の一例
○中山英二 1)、杉浦一考 1)、佐野友昭 1)、佐藤 惇 2)、安彦善裕 2)、田代真康
1)、永易裕樹 3)、柴田考典 4)
1) 北海道医療大学歯学部 生体機能・病態学系 歯科放射線学分野、2) 同 臨
床口腔病理学分野、3) 同 顎顔面口腔外科学分野、4) 同 組織再建口腔外科学
分野
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5．

6．

診断に苦慮した顎骨腫瘍の一例
○川島雄介、原 慶宜、徳永悟士、村松輝晃、金田
日本大学松戸歯学部 放射線学講座

隆

顎関節部に発生したガングリオン嚢胞の診断
〇雨宮俊彦 1)、澤田久仁彦 1)、松本邦史 2)、亀岡重雄 1)、川端秀男 1)、橋本光二 1)、本
田和也 1)

1) 日本大学歯学部歯科放射線学講座、2) 鹿児島大学医学部歯学部附属病院顎
顔面放射線科
休憩

16：00 ～ 16：10

【一般演題】
Session 3
16：10 ～ 17：10
座長：飯久保 正弘
7． 下顎切歯管の走行と発育について
○鈴木達也、 小澤智宜、 齊藤嘉大、 桶田賢次、 岸田尚樹、 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
8．

頬部に発生したリンパ管腫を疑う一例
○印南 永、谷口紀江、香西雄介、川股亮太、櫻井孝
神奈川歯科大学 顎顔面機能再建学講座 放射線応用科学分野

9．

口底部腫瘤を初発症状として発見された悪性リンパ腫の一例
○浅井桜子 1) 、坂本潤一郎 1) 、中村 伸 1)、鳥井原彰 2)、原田浩之 3)、倉林 亨
1)

1) 東京医科歯科大学大学院口腔放射線医学分野、2）同 医学部附属病院
射線診断科、3) 同 大学院顎口腔外科学分野

放

10． 歯周炎が原因と示唆され、外側翼突筋に膿瘍形成がみられた１例
○新國 農 1)、大貫尚志 2)、池 真樹子 1)、西山秀昌 1)、林 孝文 1)
1) 新潟大学顎顔面放射線学分野、2) 同 顎顔面口腔外科学分野

【閉会の辞】17：10 ～ 17：15

開催校：
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大森

桂一

【合同地方会懇親会】17：30～19：30
会場：ファカルティハウス「エンレイソウ」内
レストラン“エルム”
北大構内
TEL（011）726 7601
※学会終了後、学会会場よりスタッフが懇親開場までご案内いたします。

＜参加者へ＞
・学会会場へは歯学部玄関からお入り下さい（添付地図参照）
。
・12：20 に受付を開始します。
・学会参加費は 1,000 円 懇親会参加費は 5,000 円です。（前納されていない方は
当日受付にてお支払いください。）
＜発表者へ＞
・発表は PC プロジェクタ、Power point（Win 8.1）
（USB メモリ）にて行います。
・Mac での発表をご希望の場合はパソコンとコネクターをご持参ください。
・発表時間は ９ 分、質疑応答は 3 分です。
・400 字程度の事後抄録（Word ファイル）を CD にて提出してください。
[連絡先]
準備委員長：山野 茂
〒060-8586 札幌市北区北 13 条西７丁目
北海道大学大学院歯学研究科 口腔病態学講座
TEL/FAX 011-706-4295
E-mail：yamanomo@den.hokudai.ac.jp

歯科放射線学教室

NPO 法人日本歯科放射線学会 第 223 回関東地方会・第 36 回北日本地方会
第 24 回合同地方会開催にあたり、北海道大学歯学部歯科放射線科同門会ならびに
恵佑会札幌病院 林信先生よりご寄附、ご賛助をいただきました。
主催者一同、心から御礼申し上げます。
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会場（北大歯学部）までのアクセス
・JR 札幌駅北口より徒歩 15 分
・地下鉄南北線 北 12 条駅より徒歩 6 分

N

地方会会場
歯学部

懇親会会場
“エルム”
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会場入り口（歯学部玄関）地図

N

こちらから
お入りください
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