Ａ会場（歯科棟南４階：歯学部特別講堂）

・9:00～9:10 開会式
・9:20～10:50 一般演題（口演）
画像・病理診断、診断に関わる基礎（９：２０～１０：００）

セッション

座長 米谷裕之（大阪歯科大学附属病院・口腔診断科）
A－1 味覚-唾液反射による小唾液腺唾液の分泌量促進および IgA 増加について
○佐藤しづ子 庄司憲明 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

A－２ Burning Mouth Syndrome 患者の侵害熱刺激による脳賦活と中枢系の脳ボリュー
ムの変化による影響について
○小橋龍太郎 篠崎貴弘 野間昇 出澤 幸

中谷有香 氏家陽子 今村佳樹

日本大学歯学部口腔診断学講座

A－３ シェーグレン症候群の耳下腺,顎下腺,舌下腺の MRI に関する診断学的研究―MR 信
号強度不均一と MR sialography 点状高信号域の診断精度について―
○嶋田雄介1) 小嶋郁穂1) 阪本真弥1)
佐藤しづ子1)

飯久保正弘1)

室井梓1)2) 菅原由美子1)

笹野高嗣1)

1)

東北大学大学院歯学研究科口腔診断学分野 、

2）

東北大学大学院歯学研究科歯学イノベーシ

ョンリエゾンセンター

Ａ－４ BMS 患者における免疫・内分泌機能に関する研究‐痛みとの関係について
○関根尚彦 小池一喜 神田真麻 小林あずさ 佐藤有華 松川由美子 今村佳樹
日本大学歯学部口腔診断学講座

診断に関わる基礎、教育・研修（１０：００～１０：５０）

セッション

座長 伊藤孝訓（日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座）
Ａ－５ 初診時医療面接実習における歯学部学生の聴取傾向と診断能力の変化
○則武加奈子 1) 礪波健一 1) 大原里子 1)
小田 茂 1) 俣木志朗 3)

梅森 幸 1)

鶴田 潤 1,2）

荒木孝二 4)

1)

東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科総合診療部、

2）

東京医科歯科大学医歯学融合教育支援

センター、大学院先駆的医療人材育成分野、3)東京医科歯科大学大学院歯科医療行動科学分野
4)

東京医科歯科大学医歯学教育システム研究センター

Ａ－６ 明海大学病院口腔診断科における過去2年間の患者動向調査
○松村正晃 川田朗史 香村亜希子 岡田知之 渡辺裕美 田所瑞希
小井戸美公 丸山直美 大井優一 田村靖子 岡田典久 田中庄二
村上幸生 片山 直
明海大学歯学部病態診断治療学講座総合臨床歯科学分野

Ａ－７ 東北大学病院歯科部門における卒前臨床実習および卒後臨床研修に対する
外来患者の意識調査
○室井（酒井）梓1)2) 飯久保正弘2)
佐々城真2)

小嶋郁穂2)

嶋田雄介2)

庄司憲明2)

橋本直也2)

熊坂 晃2)

笹野高嗣2)

1)

東北大学大学院歯学研究科歯学イノベーションリエゾンセンター、

2)

東北大学大学院歯学研究

科口腔診断学分野

Ａ－８ 歯科学生における歯種鑑別の思考過程に関する認知心理学的検討
○土肥健二1) 青木伸一郎1,2) 海老原智康1) 黒澤仁美1) 梶本真澄1) 李潤 喜1)
伊藤孝訓1,2)
1)

日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座、

2)

日本大学松戸歯学部口腔科学研究所

Ａ－９ 歯科検査記録の音声入力の試み
○米谷裕之1） 有田清三郎2） 小出 武1） 辻一起子1） 辰巳浩隆1） 米田 護1）
大西明雄1） 谷岡款相1） 樋口恭子1）
1）

大阪歯科大学

総合診療・診断科、

2）

関西医科大学

・11:00～11:50 特別講演Ⅰ
座長 俣木志朗（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯科医療行動科学分野）
「教育に期待するもの―大学・高校野球の審判の経験から―」

清水幹裕
清水法律事務所、弁護士

・12:10～13:00 ランチョンセミナー
座長 木下淳博（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科教育メディア開発学分野）
「有病高齢者の歯科治療におけるリスクマネジメント」

大渡凡人
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野

・13:10～13:50 総 会
・14:00～15:00 特別講演Ⅱ
座長 荒木孝二（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯学教育システム評価学分野）
「個人識別のための体液の役割」

櫻田宏一
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科法歯学分野

・15:10～15:50 一般演題（口演）
臨床統計（１５：１０～１５：５０）

セッション

座長 佐藤泰則（防衛医科大学校歯科口腔外科）
Ａ－10

自己免疫性水疱症の診断に関する臨床的検討
○遠藤弘康1)2) 大沢聖子1)2) 須永 肇1) 土肥健二1) 岡本康裕1)2)

内田貴之1)2)

多田充裕1)2) 伊藤孝訓1)2)
1)

日本大学松戸歯学部歯科総合診療学講座、2）日本大学松戸歯学部口腔科学研究所2)

Ａ－11

口腔白板症の臨床的検討
○三島倫太郎1) 齊藤朋愛1) 佐藤一道1) 橋本和彦2) 野村武史1)
1)

東京歯科大学

オーラルメディシン・口腔外科学講座、

2)

東京歯科大学市川総合病院臨床検

査科病理

Ａ－12

当科における中顔面骨折に関する臨床統計的観察
○高崎義人 1,2) 萩原僚一 1,3) 山田健太郎 1,4) 栗原絹枝 1,3) 片山雅文 1)
引田正宣 5)

柴野正康 5)

本橋佳子 1) 花上健一 1,5)

稲川元明 1)

国立病院機構 高崎総合医療センター 歯科口腔外科、2)東京歯科大学 水道橋病院 口腔外科

1)

3)

東京歯科大学オーラルメディシン・口腔外科学講座、4)日本大学歯学部口腔外科学講座、

5)

東京歯科大学 顎顔面口腔外科学講座

Ａ－13

閉塞性睡眠時無呼吸症候群の診断および快眠歯科（いびき・無呼吸）外来に
おける口腔内装置療法の臨床的有効性に関する検討
○中村 周平 1） 秀島 雅之 1） 林 奨太 2） 荒木 孝二 3） 俣木志朗 2）
1）

東京医科歯科大学歯学部附属病院快眠歯科（いびき・無呼吸）外来、

2）

東京医科歯科大学歯

学部附属病院歯科総合診療部、3）東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科歯学教育システ
ム評価学分野

・17:00 閉会式

Ｂ会場（７号館１階：第一講義室）

・9:20～10:50 一般演題（口演）
症例１（９：２０～１０：００）

セッション

座長 北川善政（北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科学教室）
Ｂ－１ 口腔粘膜症状を契機に判明した尋常性天疱瘡の１例
○村山 高章

加納 慶太

宇治武田病院歯科口腔外科

Ｂ－２ 鼻歯槽嚢胞の 2 例
○須藤弘喜 1） 佐野次夫 1） 木島 毅 1） 秋本琢磨 1） 生形 遥 1） 久保寺翔 1）
萩野貴磨 1） 鈴木総史 2） 佐藤泰則 3） 高久 暹 1）
1）

医療法人徳洲会東京西徳洲会病院口腔外科、2）昭和大学

3）

口腔リハビリテーション科、

医療法人徳真会)

Ｂ－３ 棘融解性扁平上皮癌(acantholytic squamous cell carcinoma)の二つの病理組織
型について
○武田泰典 福田容子
岩手医科大学大学病理学講座病態解析学分野

Ｂ－４ 基底細胞母斑症候群の１例
◯鹿志村圭

1)

草間幹夫

1）

国際医療福祉大学病院

1)

1)

菊地公冶

歯科口腔外科、

神部芳則

2)

森 良之

2)

2）

自治医科大学附属病院歯科口腔外科学講座)

症例２（１０：００～１０：４０）

セッション

座長 浅海淳一（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科歯科放射線学分野）
Ｂ－５ 単純Ｘ線写真で樹枝状構造を示した類腱型エナメル上皮腫の 1 例
〇荒木正夫 1) 本田和也 1) 松本直行 2)
1)

日本大学歯学部歯科放射線学講座、2)日本大学歯学部病理学講座

Ｂ－６ ＣＴ画像にみられる根管充填剤による歯根破折様アーチファクトについて
○飯久保正弘 嶋田雄介 佐々城真 熊坂 晃 小嶋郁穂 阪本真弥 笹野高嗣
東北大学大学院歯学研究科

口腔診断学分野

Ｂ－７ 多数の静脈石を伴った顎下部に発生した血管腫の1例
○笠原英生1) 栗原由貴2)

佐藤 泉3） 岡田奈穂子1) 石井宏昭1)

1)

聖マリアンナ医科大学川崎市立多摩病院歯科口腔外科、2)鶴見大学歯学部口腔顎顔面外科学講

座、3）鶴見大学歯学部附属病院

総合歯科2

Ｂ－８ “うま味”検査によって判明した悪性貧血の２例
○佐藤しづ子 庄司憲明 河合美佐子 畝山寿之 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

