
 
 
 
 
 
 

NPO 法人日本歯科放射線学会 
第 214 回関東地方会 

 

学術講演プログラム 
 
 
 

日時：2012年 1月 21日（土）	 14：00～ 
口演会場：昭和大学旗の台キャンパス 4号館 600号 

 

 

 
関東地方会世話人会：13:00～13:45	 昭和大学病院入院棟 17 階会議室Ｃ	 

懇親会：昭和大学病院入院棟 17 階『タワーレストラン昭和』	 

	 

担当：昭和大学歯学部歯科放射線医学教室 
	 



 

【一般演題】  
 
セッション１  14:00～14:40  座長	 五十嵐千浪（鶴見大・歯・歯放）  

１．タブレット PCを用いたトレース実習	 

	 流石麻由、茨木秀文、瀬崎雄介、大高祐聖、小澤智宣、奥村泰彦	 

（明海大学歯学部病態診断治療学講座放射線学分野）	 

 
２．口腔用光干渉断層(OCT)法によるヒト抜去歯のう蝕描出能の検討	 

今井	 遊、1) 下田信治、2) 角	 保徳、2) 小澤総喜、小佐野貴識、五十嵐千浪、小林	 馨	 

（鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座、1)	 鶴見大学歯学部口腔解剖学講座、	 

2) 国立長寿医療研究センター歯科口腔先進医療開発センター歯科口腔先端診療開発部）	 

 
３．歯科用コンビーム CTの画質評価の規格化－物理的評価法についての検討－ 

番場純子、荒木和之、1) 遠藤 敦、岡野友宏 

 （昭和大学歯学部歯科放射線医学講座、1) 昭和大学歯科病院放射線科） 
 
４．歯根破折歯の画像診断ガイドライン作成のためのプロジェクト研究－研究用ファントムの作 

製について－ 

飯久保正弘、1) 佐野	 司、2) 小林	 馨、3) 勝又明敏、4) 岡野友宏 5) 有地榮一郎、笹野高嗣 

（東北大学大学院歯学研究科口腔病態外科学講座口腔診断学分野、1) 東京歯科大学歯科放射線学講座、

2) 鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座、3) 朝日大学歯学部歯科放射線学講座、4) 昭和

大学歯学部歯科放射線医学講座、5) 愛知学院大学歯学部歯科放射線学講座） 

 
休憩	 	 14:40～14:50	  
 
セッション２  14:50～15:30  座長	 坂本潤一郎（東歯大・歯放）  

５．三叉神経痛診断におけるMR 三次元立体表示法の有用性	 

吉野教夫、渡邊	 裕、大林尚人、鉄村明美、中村	 伸、大河内清、栗林亜実、高塚奈津子、新垣理宣、

能村嘉一、鈴木まどか、倉林	 亨	 

（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）	 

	 

６．悪性腫瘍を疑った頬部放線菌症の FLAIR所見を含めたMR所見	 

神尾	 崇、佐々木秀憲、井本研一、坂本潤一郎、今泉晶子、音成(山本)実佳、和光	 衛、佐野	 司	 

（東京歯科大学歯科放射線学講座）	 

	 

７．下顎骨の拡散強調MR画像	 

	 	 佐々木悠介、金田	 隆、森	 進太郎、1) 酒井	 修、関谷浩太郎 

	  （日本大学松戸歯学部放射線学講座、1) ボストン大学医学部放射線科） 
	 
 
 



 
８．3T MRIを用いた顎関節の骨形態に対する研究 

   1) 2) 雨宮俊彦、 2) 3) 川嶋祥史、1) 2) 甲斐由紀子、2) 亀岡重雄, 2) 3) 松本邦史、2) 3) 澤田久仁彦、 
2) 3) 江島堅一郎、2) 3) 荒木正夫、2) 3) 岩井一男、2) 3) 橋本光二、2) 3) 本田和也  
（1) 日本大学大学院歯学研究科口腔健康科学分野歯科放射線学、2) 日本大学歯学部歯科放射線学教室、

3)  日本大学歯学部総合歯学研究所高度先端医療研究部門） 
 

休憩 15:30～15:40 
 
【特別講演】	 	 15:40～16:10	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 司会  岡野友宏	 先生（昭和大・歯・歯放） 
「歯科画像センターの成否―歯科画像センターは市井の歯科放射線科に成り得るか」 
神田重信	 先生	 （デンタルスキャン (口腔画像診断センター) ） 

 
休憩 16:10～16:20 
 
セッション３  16:20～17:10  座長	 橋本光二（日大・歯・放）  

９． Efficacy of Lateral TMJ Panoramic Imaging as Compared to CBCT for Detection of  

Osseous Changes of Mandibular Condyle（TMJパノラマ撮影による下顎頭骨変化の検出：CBCT

との比較） 

Subash BV、橋本絵美、1) 金子福和、岡野友宏	 

（昭和大学歯学部歯科放射線医学講座、1) 昭和大学歯科病院放射線科）	 

 

１０．上顎における角化嚢胞性歯原性腫瘍，原始性嚢胞，鼻口蓋管嚢胞および術後性上顎嚢胞間の鑑別

について －CT値，面積値および正中からの距離による分析－ 

池島	 厚 

（日本大学松戸歯学部放射線学講座） 
 
１１．口内法 X線写真の画質と患者線量 

井澤真希、原田康雄、鈴木	 優、木村直人、小泉伸秀、井上信行、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） 
 
１２．原子力発電所事故に関連した放射線の測定	 第２報 

鈴木陽典、原田卓哉、島田敏尚、渡部剛史 

（奥羽大学歯学部放射線診断学講座） 
	 

１３．被ばく状況調査チームに参加して	 

細川洋一郎、1) 小豆島正典	 

（弘前大学大学院保健学研究科、1) 岩手医科大学歯学部歯科放射線学分野）	 

	 

【関東地方会総会】  17:10～17:20 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

【地方会懇親会】	 17:30～19:00 	 昭和大学病院入院棟 17階『タワーレストラン昭和』	 
 



＊一般口演は発表7分、質疑3分です。 

＊発表形式 は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。 

・こちらで準備するPC はノートパソコン（Let’s Note S10：OSはWindows 7, パワーポイントはPower Point 	  

	 2010がインストールされているもの)です。  

・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。 
・動画ファイルおよび特別なアプリケーションをご使用の場合は，ご自分のPCをお持ちください。 

＊演者の方につきましては，事後抄録（A4版本文800字以内）をMS-WORDファイルまたはTEXTファイルと

してCD-Rに記録し，プリントとともにスライド受付にご提出ください。	 

＊懇親会費は4,000円です。学会当日受付にてお支払いください。	 

	 

＊ 会場までのアクセス  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
＜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: ami8orad@tmd.ac.jp 

口演会場：4号館 600号 
東急大井町線、池上線「旗の台」駅東口より 
徒歩 8分。 

所要時間の目安	 （JR→東急線） 
東京駅～旗の台駅	 	 約 28分（五反田経由） 
新宿駅～旗の台駅	 	 約 28分（五反田経由） 
品川駅～旗の台駅	 	 約 19分（五反田経由） 

関東地方会世話人会：入院棟 17階会議室Ｃ 
懇親会：入院棟 17階『タワーレストラン昭和』 

担当：昭和大学歯学部歯科放射線医学教室 
〒145-8515	 大田区北千束 2-1-1 
E-mail: radiolma@dent.showa-u.ac.jp  
Tel: 03-3787-1151(ex.215) Fax: 03-5702-5633 


