
− 71 −

(KPPIKG), Jakarta, Indonesia, 2013 年 3 月 2 日. 
２） 太田嘉英，桐田忠昭，楠川仁悟，大倉正也，新谷 悟，

林 孝文，美島健二，森 泰昌，出雲俊之：ワーク

ショップ 1：外科病理シリーズ「規約課題の検討報

告」・舌癌高悪性度群の検討．第 31 回日本口腔腫

瘍学会総会・学術大会，東京，2013 年 1 月 24-25 日． 

３） 林 孝文，有地淑子，木村幸紀，草深公秀，野口忠

秀，山根正之：ワークショップ 1：外科病理シリー

ズ「規約課題の検討報告」・舌エコー標準化の可能

性の検証．第 31 回日本口腔腫瘍学会総会・学術大

会，東京，2013 年 1 月 24-25 日． 

４） 林 孝文：ワークショップ 2：口腔癌原発巣のイメー

ジング 口腔癌原発巣に対する超音波口腔内走査

の現状と将来像．第 31 回日本口腔腫瘍学会総会・

学術大会，東京，2013 年 1 月 24-25 日． 

５） 林 孝文：ここまできた！歯科超音波診断．第 30

回新潟大学歯学部口腔外科・歯科麻酔科同門会学術

講演会，新潟市，2013 年 6 月 15 日． 

６） 勝良剛詞：「『周術期の口腔管理』について歯科衛

生士が具体的にどう携わるかを学ぼう」．がん治療

における口腔衛生管理－周術期からメンテナンス

まで効果的な実践のために－．新潟県歯科衛生士会

上越支部講演会，上越市，2013 年 7 月 4 日． 

７） 林 孝文：医療被曝と歯科画像診断．小千谷北魚沼

歯科医学会講演会，2 小千谷市，2013 年 8 月 3 日． 

８） 林 孝文：顎骨の画像診断（パノラマ，CT，MRI，

その他）の勘どころ．村上市岩船郡歯科医師会講演

会，村上市，2013 年 12 月 7 日． 

 

【学会発表】 

１）Hayashi T, Ike M, Nikkuni Y, Koyama J, Tanaka R, 
Katsura K, Nishiyama H: Clinical significance of CT 
perfusion in assessing the subsequent lymph node 
metastases in patients with oral cancer. The 19th 
International Congress of Dento-Maxillo-Facial 
Radiology, Bergen, Norway, 2013 年 6 月 22-27 日. 

２） Stegaroiu R, Kurokawa K, Takano R, Nishiyama H, 
Hayashi T: Towards the establishment of a trabecular 
model to predict bone stress around implants from 
cone-beam computed tomography images. Congresul 
Comun de Stomatologie SRS-GAO, Italia; Bucharest, 
Romania, 2013 年 9 月 12-14 日. 

３）Stegaroiu R, Kurokawa K, Takano R, Nishiyama H, 
Hayashi T: Accuracy of a 3D finite element model of an 
implant-inserted dried human mandible created from 
cone-beam CT data: comparison with a model created 
from micro-CT data. International College of 
Prosthodontics (ICP) 15th Biennial Meeting, Torino, 

Italy, 2013 年 9 月 18-21 日. 
４）勝良剛詞，林 孝文，木村修平：歯科金属修復物に

よる放射線粘膜炎増悪の緩和を目的とした散乱線防

護用スペーサーの使用経験．第 31 回日本口腔腫瘍学

会総会・学術大会，東京，2013 年 1 月 24-25 日． 

５）勝良剛詞，林 孝文，後藤早苗：頭頸部放射線治療

後の根面性状の経時的変化と根面性状変化に対する

CPP-ACP の影響．第 31 回日本口腔腫瘍学会総会・学

術大会，東京，2013 年 1 月 24-25 日． 

６） 小玉直樹，永田昌毅，福田純一，池田順行，西山秀

昌，林 孝文，高木律男：デンタルエックス線画像

による根尖部透過像から診断に至った多発性骨髄

腫の一例．第 31 回日本口腔腫瘍学会総会・学術大

会，東京，2013 年 1 月 24-25 日． 

７）新國 農，西山秀昌，林 孝文：T2 値による外側翼

突筋と翼突静脈叢の判別、並びに両者と顎関節症の

疼痛との関連性．NPO 法人日本歯科放射線学会第 54

回総会・学術大会，福岡市，2013 年 5 月 31 日-6 月

2 日． 

８）西山秀昌，田中 礼，池真樹子，新國 農，小山純

市，勝良剛詞，林 孝文：オンライン学習時におけ

る画像データの提示方法についての検討．NPO 法人

日本歯科放射線学会第 54 回総会・学術大会，福岡市，

2013 年 5 月 31 日-6 月 2 日． 

９）池真樹子，田中 礼，曽我真理恵，新垣元基，林 孝

文：斜線を学ぼう．NPO 法人日本歯科放射線学会第

54 回総会・学術大会，福岡市，2013 年 5 月 31 日-6

月 2 日． 

10）林 孝文 ，新國 農 ，小林正治 ，児玉泰光 ，勝

良剛詞：頸部リンパ節転移診断への CT perfusion

の応用．第 37 回日本頭頸部癌学会，東京，2013 年 6

月 13-14，頭頸部癌 39:266, 2013． 

11) 芳澤享子, 星名由紀子, 三上俊彦, 船山昭典, 新美

奏恵, 新垣 晋, 林 孝文, 程じゅん, 朔 敬, 齊

藤 力：ビスフォスフォネート関連顎骨壊死に合併

した下顎扁平上皮癌の 1 例．第 37 回日本頭頸部癌学

会，東京，2013 年 6 月 13-14 日，頭頸部癌 39:228, 

2013. 

12) 齋藤直朗，小島 拓，芳澤享子，小林正治，新垣晋，

齊藤 力，林 孝文，丸山 智，朔 敬：頬粘膜に

生じた導管内乳頭腫の 1 例．第 51 回 NPO 法人日本口

腔科学会北日本地方会・第 39 回（公社）日本口腔外

科学会北日本支部学術集会，盛岡市，2013 年 6 月 28

日-29 日． 

13) 田中 礼，池真樹子，西山秀昌，阿部達也，斎藤正

直，林 孝文：デノスマブ治療の関連が疑われる下

顎骨骨髄炎の 1 例．NPO 法人日本歯科放射線学会第

217 回関東地方会・第 33 回北日本地方会・第 21 回

合同地方会，新潟市，2013 年 7 月 6 日． 

14) 西山秀昌，曽我麻里恵，新垣元基，阿部達也，浅井

佑介，小山和泉，堀内 悟，林 孝文．HTML5 Canvas

を用いた教育用読影システムの試作．NPO 法人日本

歯科放射線学会第 217 回関東地方会・第 33 回北日本

地方会・第 21 回合同地方会，新潟市，2013 年 7 月 6

日． 

15) 加藤祐介，小林正治，三上俊彦，西山秀昌，阿部達

也，林 孝文，朔 敬，齊藤 力．下顎窩骨吸収を

主徴とした顎関節滑膜性軟骨腫症の 1 例―初期病像

の認識―．第 26 回日本顎関節学会総会・学術大会，

東京，2013 年 7 月 20 日-21 日． 

16) 勝良剛詞，伊藤加代子，濃野 要，船山さおり，金

子 昇，山田亜紀，林 孝文：ドライマウス診断に

おける pulse Doppler ultrasonography の可能性．第 23

回日本口腔内科学会・第 26 回日本口腔診断学会合同

学術大会，東京，2013 年 9 月 13-14 日． 

17) 黒川 亮，児玉泰光，嵐山貴徳，大貫尚志，村山正

晃，髙木律男，西山秀昌，林 孝文：陳旧性顎関節

脱臼の 1 例．第 58 回公益社団法人日本口腔外科学会

総会・学術大会，福岡市，2013 年 10 月 11-13 日． 

18) 田中 礼，池真樹子，西山秀昌，林 孝文：デノス

マブおよびスニチニブ治療中に発症した下顎骨骨髄

炎の 1 例．NPO 法人日本歯科放射線学会第 18 回臨床

画像大会および教育研修会，東京，2013 年 11 月 1-3

日． 

19) 西山秀昌，新垣元基，曽我麻里恵，池真樹子，新國 

農，小山純市，田中 礼，勝良剛詞，林 孝文：HTML5

を用いた教育用読影システム（HNImage2）の試作―

Part2. 公開システムとしての暗号化について―．

NPO法人日本歯科放射線学会第18回臨床画像大会お

よび教育研修会，東京，2013 年 11 月 1-3 日． 

20) 林 孝文，新垣元基，曽我麻里恵，池真樹子，新國 

農，小山純市，田中 礼，勝良剛詞，西山秀昌：口

腔癌頸部リンパ節転移診断における CT 灌流画像の

応用―deconvolution 法と single compartment 法と

の比較―．NPO 法人日本歯放射線学会第 18 回臨床画

像大会および教育研修会，東京，2013 年 11 月 1-3

日． 

21) 曽我麻里恵，勝良剛詞，増子正義，古川達雄，千葉 

香，高木律男，林 孝文．造血幹細胞移植の口腔粘

膜炎に対する Systematic Oral Management の有効性．

平成 25 年度新潟歯学会第 2 回例会，新潟市，2013

年 11 月 9 日． 

22) 三上俊彦，船山昭典，芳澤享子，新垣 晋，林 孝

文，丸山 智，朔 敬，小林正治：当科における過

去 10 年間の口腔がん患者の臨床的検討．平成 25 年

度新潟歯学会第 2 回例会，新潟市，2013 年 11 月 9

日． 

23) 林 孝文，新垣元基，曽我麻里恵，池真樹子，新國 

農，小山純市，田中 礼，勝良剛詞，西山秀昌：口

腔癌頸部リンパ節転移診断における CT perfusion

の応用．第 113 回新潟臨床放射線学会，新潟市，2013

年 12 月 14 日． 

24) 勝良剛詞，曽我麻里恵，林 孝文，木村修平，宇都

宮悟，阿部英輔，青山英史：歯科用合金による放射

線粘膜炎増悪の緩和を目的とした散乱線防護用ス

ペーサーの使用経験．第 113 回新潟臨床放射線学会，

新潟市，2013 年 12 月 14 日． 

 

【研究会発表】 

１）勝良剛詞：医科・歯科連携拡充－歯科医療関係者が

知っておきたいこと－．がん化学療法・放射線治療

における口腔管理・口腔ケア－予防的介入と効果－．

医療連携口腔管理チーム講演会，新潟市，2013 年 3

月 14 日． 

２） 勝良剛詞：がん化学療法の口腔粘膜障害と口腔ケア．

ベクティビックス適正使用講演会，新潟市，2013 年

5 月 21 日． 

３） 勝良剛詞：がん歯科衛生管理の流れと要点．新潟大

学医歯学総合病院診療支援部 歯科衛生士部門勉

強会，新潟市，2013 年 7 月 24 日． 

 

歯科麻酔学分野 

【著書】 

１）瀬尾憲司（分担）：口腔顔面痛の診断と治療ガイド

ブック（日本口腔顔面痛学会 編）, 第２部 痛み

の治療の基礎知識 ２.痛みの評価 １）一元的評価, 

4.定量的感覚検査（QST）, P63-65, 70-74, 医歯薬

出版, 東京, 2013.  

２）田中 裕（分担）：口腔顔面痛の診断と治療ガイド

ブック（日本口腔顔面痛学会 編）, 第２部 痛み

の治療の基礎知識 ２.痛みの評価 3）QOL 評価法, 

P68-69, 医歯薬出版, 東京, 2013.   

 

【論文】 

１）Nishikawa T, Okamoto K, Matsuzawa H, Terumitsu M, 
Nakada T, Fujii Y. Detectability of Neural Tracts and 
Nuclei in the Brainstem Utilizing3DAC-PROPELLER. J 
Neuroimaging 2013;00:1-7. DOI: 10.1111/jon.12027, 
2013. 

２）Terumitsu M, Matsuzawa H, Seo K, Nakada T. 
Evaluating Fine Structure of the Injured Trigeminal 
Nerve and Tissue Using a 3.0-T System.Journal of the 
Peripheral Nervous System 18 (supplement): s115, 2013. 
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３）一戸達也、嶋田昌彦、小谷純一郎、丹羽 均、今村

佳樹、仲西修、瀬尾憲司、福田謙一、非歯原性（筋

性・神経障害性・神経血管性）歯痛の診断と治療の

ガイドラインの立案、日本歯科医学会誌、32 巻 59-62、

2013 

４）倉田行伸, 田中 裕, 照光 真, 弦巻 立, 金丸博

子, 吉川博之, 小玉由記, 山崎麻衣子, 瀬尾憲司：

末梢性三叉神経損傷における触覚閾値低下の予後判

定基準について, 日本ペインクリニック学会雑誌, 

20(2), 93-97, 2013. 

５）清水夏恵, 清野 洋, 藤村健夫, 村上修一, 真島一

郎, 長谷川隆志, 村松芳幸, 鈴木栄一, 成田一衛, 

田中 裕, 村松公美子：気管支喘息における心身医

療の重要性について, 日本心療内科学会誌, 17, 

135-140, 2013. 

６）田中 裕，村松公美子, 村松芳幸, 真島一郎, 藤村健

夫, 清水夏恵, 清野 洋, 吉嶺文俊, 櫻井浩治, 瀬

尾憲司, 宮岡等：精神疾患簡易構造化面接法

the M.Ｉ.N.I-International Neuropsychiatric

Interview を用いた口腔顔面痛患者の初診時の精神

医学的診断の試み，新潟青陵大学大学院臨床心理学

研究，6，2014，(in press).  

 

【商用誌】 

１）瀬尾憲司、高齢者への診断と臨床的対応（患者加齢

社会の補綴臨床を見据えて）局所麻酔注射時の注意

点、補綴臨床 46 巻 5 号（2013）482-485. 

２）竹中彰治, 興地隆史, 田中 裕：アナフィラキシー

ショックの予防と対応は？, DH style, 8(3), 66-70, 

2014. 

 

【研究費】 

１）瀬尾憲司：基盤研究 B, 平成 23～26 年度，課題番号

23390461，研究代表者 瀬尾憲司，（4030 千円）, 三

叉神経障害性疼痛発生機序の網羅的解析 

２）照光 真：基盤研究 C, 平成２４年度～26 年度、課

題番号 23592984、研究代表者 照光真、ヒト口腔顔

面の末梢神経障害に対する水分子状態をとらえた

MR 生体病理イメージング 

３）田中 裕：基盤研究C, 平成 24 年度～26年度, 課題

番号 24593053, 研究代表者 田中 裕, 味覚と嗅

覚刺激により口腔顔面痛の変調機構の解明と臨床へ

の応用.  

４）弦巻 立：基盤研究C, 平成 24 年度～26年度, 課題

番号 24593052, 研究代表者 弦巻 立,  痛みと

うつの相関関係～NPY を基点として～ 

５）倉田行伸：若手研究 B，平成 25 年度〜27 年度，課

題番号 25861921，研究代表者 倉田行伸，ヒト神経

障害性疼痛に神経炎症はあるのか？-in vivo 神経

イメージングでの検討． 

６）吉川博之：基盤研究 C，平成 25 年度～平成 29 年度，

課題番号 25463132，研究代表者 吉川博之, 舌神経

断裂後の味覚受容機構の回復過程の解析 

 

【講演会】 

１）瀬尾憲司：Basic Life Support, 2013 年 4 月 11 日, 

新潟大学歯学部新入生 BLS 講習会, 新潟市. 

２）田中 裕：笑気ガスを用いた診療, 新潟市歯科医師

会・新潟市口腔保健福祉センター主催「障害者歯科・

特別診療担当医研修会」, 2013 年 8 月 22 日, 新潟

市. 

 

【特別講演・シンポジウム】 

１）瀬尾憲司：バイタルサイン（緊急対処時における注

意点）, 佐久市歯科医師会主催救急講習会, 2013 年

4 月 20 日, 佐久市, 2013. 

２）瀬尾憲司：歯科医院におけるバイタルサインと緊急

処置、その時あなたは, 上越市歯科医師会主催救急

講習会, 2013 年 5 月 12 日, 上越市, 2013. 

３）瀬尾憲司：新しい心肺蘇生法の実際, 新潟県歯科医

師会主催救急講習会, 2013 年 7 月 28 日, 新潟市, 

2013. 

４）瀬尾憲司：歯科治療中の患者急変へのアプローチ，

群馬県 伊勢崎市歯科医師会講演会，伊勢崎市，2013

年 9 月 12 日，伊勢崎市. 

５）瀬尾憲司：緊急事態発生、その時あなたは（ガイド

ライン 2010 に基づいた歯科医師の緊急対処法）群馬

県 伊勢崎市歯科医師会講演会，伊勢崎市，2013 年 2

月 7 日，伊勢崎市. 

６）瀬尾憲司：medical emergency から学ぶこと（新窓

会主催 講演会）2013 年 11 月 9 日、新潟市 

７）照光 真：第 30回関東臨床歯科麻酔懇話会記念ワー

クショップ，"歯科麻酔のこれから"，第 30 回関東臨

床歯科麻酔懇話会、2013 年 6 月 8 日，東京. 

８）田中 裕：新潟大学医歯学総合病院における障害者

歯科医療安全の現況と対策 -歯科治療医、歯科麻酔

医、それぞれの視点から-, 第 4 回北信越障害者歯科
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