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カニクス的特性－永久歯との比較－．日本学術振興
会科学研究費助成金，基盤研究（C）, 22592279，
2010 年

21） 坂井幸子：平成 22 年度新潟大学若手教員論文投稿
支援経費，2010 年．

22） 飯澤二葉子 : 萌出遅延歯の臨床像と被覆歯肉の遺伝
子発現の調査による分子的メカニズムの解明 . 日本
学術振興会科学研究費補助金 , 若手研究（B）、
22792045, 2010 年

23） 沼奈津子：歯限局型低ホスファターゼ症における分
子・酵素レベルでの病態解析 . 日本学術振興会科学
研究費補助金，若手研究（B）, 21792065, 2010 年 .

24） 沼奈津子：小児型低フォスファターゼ症を引き起こ
す原因酵素の解析 . 平成 22 年度新潟大学プロジェ
クト推進経費．

25） 金城奈津子：歯限局型低ホスファターゼ症を引き起
こす病態の酵素学的解析 . 平成 22 年度財団法人 富
徳会 研究者助成 小児歯科部門 .

【その他】
１） 早崎治明：小児の顎口腔機能でわかっていること．

日本小児歯科学会 H22 年度専門医セミナー，福岡，
2011 年２月６日．

２） 大島邦子：「食べる」ことと口の健康．平成 21 年度
新潟大学Ｇ－コード科目「新潟発『食べる』」，新潟
大学，2010.4.23.

３） 大島邦子：障害者の歯磨き　理論と実践．知的障害
者更生施設太陽の村，新潟，2010.9.15.

４） 三富智恵，大島邦子：小児がん治療がおよぼす歯の
形成への影響，日本小児歯科学会北日本地方会
ニュースレター，26：２- ５，2011.

５） 三富智恵：乳幼児期からのむし歯予防と治療，口蓋
裂診療班第２回母親教室　新潟大学 2010.08.03, 

６） 佐野富子：歯科講話．新潟大学附属中学校，新潟，
2010.10.26．

７） 佐野富子：歯科講話．新潟大学附属小学校，新潟，
2009.10.27.

顎顔面放射線学分野

【論文】
１） Metwaly H, Maruyama S, Cheng J, Hoshina H, 

Takag i  R ,  Haya sh i  T ,  S aku  T  :Cen t r a l 
Schwannoma of the mandible: report of a case and 
review of the literature. Oral Med Pathol 15:29-33, 
2010.

２） Okumura N, Stegaroiu R, Nishiyama H, Kurokawa K, 
Kitamura E, Hayashi T, Nomura S:Finite element 

５） 大島邦子：近交系マウス歯胚他家移植実験を用いた
歯髄分化メカニズムの解明．Ｈ 22 年度新潟大学プ
ロジェクト推進経費．

６） 松山順子 : 初期齲蝕に着目した歯垢バイオフィルム
の細菌動態の解析と指標化 . 平成 22 年度新潟大学
プロジェクト推進経費．

７） 松山順子，竹中彰治，佐藤拓一：歯垢バイオフィル
ムの細菌動態に着目した初期齲蝕モニタリングシス
テム．日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究

（C）, 22592330, 2010 年 .
８） 松山順子 : 初期齲蝕に着目した歯垢バイオフィルム

の細菌動態の解析と指標化 . 平成 22 年度新潟大学
プロジェクト推進経費．

10） 佐藤拓一，島内英俊，高橋信博，八巻惠子，真柳弦，
松山順子：歯内療法にフィードバック可能な、新た
な感染根管微生物学的評価法の開発 . 日本学術振興
会科学研究費補助金，基盤研究（C）, 20592220，
2010 年

11） 田口洋，坂井幸子（林幸子），松山順子：小児の萌
出障害に対する EBM に基づいた包括的治療指針策
定に関する研究．日本学術振興会科学研究費補助金，
基盤研究（C）, 20592395 ，2010 年

12） 松山順子，竹中彰治，佐藤拓一：歯垢バイオフィル
ムの細菌動態に着目した初期齲蝕モニタリングシス
テム．日本学術振興会科学研究費補助金，基盤研究

（C）, 22592330, 2010 年 .
13） 松山順子 : 初期齲蝕に着目した歯垢バイオフィルム

の細菌動態の解析と指標化 . 平成 22 年度新潟大学
プロジェクト推進経費．

14） 松山順子：科学研究費補助金応募支援プログラム，
惜敗プログラム．

15） 三富智恵：新規歯根形成細胞マーカーによる歯根形
成 ･ 吸収機構の解析－抗がん剤投与モデル－，平成
22 年度科学研究費補助金応募支援プログラム経費

16） 富沢美惠子，佐野富子 , 鈴木　昭：歯科検診を応用
した施設入所被虐待児のセルフ・エスティーム啓発
プログラム．日本学術振興会科学研究費補助金，基
盤研究（C）, 20592396, 2010 年 .

17） 佐野富子：科学研究費補助金応募支援プログラム経
費

18） 河野承子：新規歯周組織形成細胞マーカーによる歯
周組織再生過程 . 日本学術振興会科学研究費補助金 ,
若手研究（B）22792046　2010 年

19） 河野承子：歯牙発生におけるカルシウム結合蛋白テ
スカルシンの役割―テスカルシン特異抗体の作成
―. 平成 22 年度新潟大学プロジェクト推進経費

20） 坂井幸子 ( 林幸子），坂井淳，坂本信，早﨑治明：
破壊靭性値を指標とした乳歯エナメル質のバイオメ
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ジウム４：早期口腔がんにおける診断・治療，第
55 回社団法人日本口腔外科学会総会・学術大会，
千葉市 2010 年 10 月 18 日，日口外誌 56 suppl.：30
頁 ,2010．

【研究費獲得】
１） 研究代表者　林　孝文：層構造に基づいた口腔粘膜

超音波画像解剖を利用して口腔癌を早期に診断す
る . 新潟大学科学研究費補助金応募支援プログラム

２） 研究代表者　田中　礼：コーンビーム CT による顎
変形症患者の顎矯正手術後評価システムの構築 . 新
潟大学科学研究費補助金応募支援プログラム

【学会発表】
１） 池真樹子，西山秀昌，田中　礼，新国　農，林　孝

文：CBCT の FOV 内における解像度の不均一性に
ついて．NPO 法人日本歯科放射線学会第 51 回学術
大会，横浜市，2010 年４月 24-25 日，同大会プログ
ラム・抄録集：49 頁 ,2010 年．

２） 勝良剛詞，斎藤美紀子，伊藤加世子，林 孝文：口
腔乾燥症患者の精神健康状態と唾液腺血流変化との
関係．NPO 法人日本歯科放射線学会第 51 回学術大
会，横浜市，2010 年４月 24-25 日，同大会プログラ
ム・抄録集：53 頁 ,2010 年．

３） 新国 農，西山秀昌，林 孝文：顎関節症患者におけ
る咬筋内部での T ２ 値領域分布．NPO 法人日本歯
科放射線学会第 51 回学術大会，横浜市，2010 年４
月 24-25 日，同大会プログラム・抄録集：59 頁 ,2010
年．

４） 斎藤美紀子 , 西山秀昌 , 林　孝文：NPO 法人日本歯
科放射線学会第 51 回学術大会，横浜市，2010 年４
月 24-25 日，同大会プログラム・抄録集：103 頁 ,2010
年．

５） 西山秀昌 , 新国　農 , 池真樹子 , 小山純市 , 田中　礼 ,
林　孝文：NPO 法人日本歯科放射線学会第 51 回学
術大会，横浜市，2010 年４月 24-25 日，同大会プロ
グラム・抄録集：108 頁 ,2010 年．

６） 星名由紀子，林　孝文，新垣　晋，齊藤　力，星名
秀行，高木律男，丸山　智：顎下腺内側のリンパ節

［傍顎下腺リンパ節］転移と考えられる舌癌４症例
の画像診断学的検討．第 34 回日本頭頸部癌学会，
東京 ,2010 年６月 10-11 日，頭頸部癌 36（2）：186
頁 ,2010 年．

７） 田中　礼，林　孝文，西山秀昌，勝良剛詞，小山純
市，斎藤美紀子，池真樹子，新国　農：ビスフォス
フォネート関連顎骨骨髄炎の画像所見．第 106 回新
潟臨床放射線学会，新潟市 ,2010 年７月 10 日 , 日本
画像医学雑誌 29（1）：64 頁 ,2011.

analysis of implant-embedded maxilla model from 
CT data: Comparison with the conventional model. 
J Prosthodont Res 55 (1) :24-31, 2011.

３） Katsura K, Maruyama S, Suzuki M, Saku T, 
Takagi R,Hayashi T:A case of desmoplastic 
ameloblastoma arising in the maxillary alveolus: 
the origin and time-course changes in the early 
stage of tumour development observed on dental 
radiographs. Dentomaxillofac Radiol 40:126-129, 
2011

４） 小野和宏，八木　稔，大内章嗣，魚島勝美，藤井規
孝，林　孝文，齋藤　功，興地隆史，前田健康 : 新
潟大学歯学部歯学科のカリキュラム評価－学習成果
に関する卒業生の自己評価と教員評価の一致度によ
る検討－．日歯教誌 26（1）:49-57, 2010.

５） 勝良剛詞，渡辺美幸，後藤早苗，林　孝文：放射線
口腔乾燥症における MI ペーストの根面う蝕抑制効
果－６ヶ月間の使用経験－．新潟歯学会誌 40

（1）:53-57, 2010
６） 堀井信哉，小林孝憲，飯田明彦，齊藤　力，林　孝

文，朔　敬，高木律男：口腔領域の血管内乳頭状内
皮過形成 10 例の臨床病理学的検討．日口外誌 57（1）:
２-7, 2011

【特別講演・シンポジウム】
１） Hayashi T: Clinico-Radiologic Pathological 

Conference (Team A）.The ８th Asian Congress 
of Oral and Maxillofacial Radiology, Seoul, 
Korea,November 14-16, 2010.

２） 林　孝文：花村信之メモリアルレクチャー「歯科に
おける超音波診断の将来展望」． NPO 法人日本歯
科放射線学会第 51 回学術大会 , 横浜市 ,2010 年４月
24-25 日，同大会プログラム・ 抄録集：22-23 頁 ,2010
年．

３） 林　孝文：顎関節症の診療ガイドライン 2007 ～
2008 年度日本歯科医学会プロジェクト研究報告会

「顎関節痛の原因診断における MRI の有用性に関す
るガイドライン」．第 23 回一般社団法人日本顎関節
学会総会・学術大会，東京 ,2010 年７月 24-25 日，
日顎誌 22 suppl.：53 頁 ,2010 年．

４） 林　孝文：日本歯科医学会プロジェクト研究「歯科
用 CT を用いた歯科画像診断の新たな展開に関する
プロジェクト研究」EBM に基づくガイドラインの
構築．歯科診療における歯科用コーンビーム CT の
基礎的・臨床的研究に関わるシンポジウム，東
京 ,2010 年８月 28 日．

５） 林　孝文：早期がんの頸部リンパ節診断－短径 10 
mm 以下のリンパ節の画像診断について－．シンポ
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４- ５日，同大会プログラム・抄録集：56 頁 ,2010 年． 
17） 田中　礼，池真樹子，新國　農，斎藤美紀子，小山

純市，勝良剛詞，西山秀昌，林　孝文：ビスフォス
フォネート関連顎骨骨壊死の画像所見－当施設の経
験した症例から－．NPO 法人日本歯科放射線学会
第 15 回臨床画像大会，鹿児島市 ,2010 年９月４- ５
日，同大会プログラム・抄録集：34 頁 ,2010 年．

18） 林　孝文，斎藤美紀子 ，勝良剛詞，本間克彦：モ
バイルエコーで地域医療を支援する：口腔癌の頸部
リンパ節転移の経過観察を通じて．NPO 法人日本
歯科放射線学会第 15 回臨床画像大会，鹿児島
市 ,2010 年９月４- ５日，同大会プログラム・抄録集：
59 頁 ,2010 年．

19） 小野由起子，小林正治，芳澤享子，齊藤　力，田中　
礼，林　孝文，程　珺，丸山　智，朔　敬：角化嚢
胞性歯原性腫瘍が疑われた下顎分葉状嚢胞：鑑別診
断における側方歯周嚢胞の認知．第 55 回社団法人
日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉市 ,2010 年
10 月 16-18 日，日口外誌 56 suppl.：116 頁 ,2010 年．

20） 藤田　一，池田順行，齋藤太郎，高木律男，林　孝
文，山崎　学，朔　敬：下顎骨エナメル上皮腫・腺
様歯原性腫瘍ハイブリッド腫瘍の１例．第 55 回社
団法人日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉
市 ,2010 年 10 月 16 － 18 日 , 日口外誌 56 suppl.：
247 頁 ,2010 年 .

21） 船山昭典，芳澤享子，小田陽平，新垣　晋，齊藤　力，
西山秀昌，林　孝文，丸山　智，程　珺，朔　敬：
口蓋導管内乳頭腫内癌腫の１例．第 55 回社団法人
日本口腔外科学会総会・学術大会，千葉市 ,2010 年
10 月 16-18 日，日口外誌 56suppl.：298 頁 , 発行年．

22） 田中　礼 , 林　孝文 , 西山秀昌 , 新国　農 , 池真樹子 , 
勝良剛詞，斎藤美紀子 , 小山純市，櫻井直樹：歯科
における Dual Energy CT イメージング応用の試
み　デンタルインプラント予後評価の１例．平成
22 年度新潟歯学会第２回例会 , 新潟市 ,2010 年 11
月 13 日 , 新潟歯学会雑誌 40（2）：201 頁 ,2011 年．

23） 勝良剛詞，後藤早苗，細貝亮介，今村　勝，林　孝
文：ベーシック口腔ケアにより口腔合併症が軽減し
た小児白血病の一例.第７回日本口腔ケア学会総会・
学術大会，大阪市，2010 年 11 月 27 － 28 日，同大
会プログラム・抄録集：152 頁 ,2010 年．

24） 西山秀昌，新国　農，林　孝文，内藤健一：撮像後
の二組の FSE 画像から左右咬筋 T ２値の相対比較
は可能か？．第 107 回新潟臨床放射線学会，新潟
市 ,2010 年 12 月 11 日 .

25） 斎藤美紀子，西山秀昌，勝良剛詞，林　孝文：舌癌
cN ０症例における顎舌骨筋欠損と後発リンパ節転
移様式に関する検討．第 29 回日本口腔腫瘍学会総

８） 西山秀昌，小山純市，林 孝文：側斜位経頭蓋撮影
における関節結節上方斜面と結節最下端の描出能と
経時的安定性について．第 23 回一般社団法人日本
顎関節学会総会・学術大会，東京 ,2010 年７月
24-25 日，日顎誌 22 suppl.：89 頁 ,2010 年．

９） 池田順行，安島久雄，嵐山貴徳，藤田　一，齋藤太
郎，櫻井直樹，西山秀昌，荒井良明，高木律男：臼
歯部開咬状態を呈した閉口末期における閉口障害の
３例．第 23 回一般社団法人日本顎関節学会総会・
学術大会，東京 ,2010 年７月 24-25 日，日顎誌 22  
suppl.：78 頁 ,2010 年．

10） 荒井良明，奥村暢旦，高嶋真樹子，崎谷仁重，西山
秀昌，高木律男：閉口位で発生するクリックにより
二態咬合を呈した１例．第 23 回一般社団法人日本
顎関節学会総会・学術大会，東京 ,2010 年７月
24-25 日，日顎誌 22 suppl.：79 頁 ,2010 年．

11） 飯田明彦，池田順行，大貫尚志，安島久雄，西山秀
昌，高木律男：顎関節腔穿刺後に発症した急性化膿
性顎関節炎の１例．第 23 回一般社団法人日本顎関
節学会総会・学術大会，東京 ,2010 年７月 24-25 日，
日顎誌 22 suppl.：81 頁 ,2010 年．

12） 櫻井直樹，昆はるか，高木律男，池田順行，安島久
雄，高田佳之，西山秀昌，荒井良明：遠隔診断用関
節雑音録音システムと電子聴診器の比較．第 23 回
一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会，東
京 ,2010 年７月 24-25 日，日顎誌 22 suppl.：94 頁 ,2010
年．

13） 高田佳之，西山秀昌，小林正治，小野由起子，泉　
直也，齊藤　力：口腔内装置の長期使用で咬合変化
を認めた睡眠時無呼吸症候群患者の１例．第 23 回
一般社団法人日本顎関節学会総会・学術大会，東
京 ,2010 年 ７ 月 24-25 日， 日 顎 誌 22 suppl.：101 
頁 ,2010 年．

14） 池真樹子 , 田中　礼，西山秀昌，小山純市，林　孝文：
下顎骨内に生じた多発性骨髄腫の一例．NPO 法人
日本歯科放射線学会第 211 回関東地方会・第 30 回
北日本地方会・第 18 回合同地方会，札幌市 ,2010
年８月７日 .

15） 西山秀昌，新国　農，池真樹子，林　孝文：MRI
にて内側翼突筋を中心とした咀嚼筋腱・腱膜過形成
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