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14）淡路正則，石川和宏，岡本浩一郎，酒井邦夫，伊

藤壽介，登木口進，古澤哲哉：CISS(constructive

interference in steady state）が有用であった鞍結節髄

膜腫の1例．第86回新潟臨床放射線学会，新潟大学医学

部，1999年12月11日

15）勝良剛詞，益子典子，伊藤壽介，杉田　公，笹本

龍太，松本康男，土田恵美子，酒井邦夫：舌及び口腔

底悪性腫瘍の術後放射線治療患者に対する口腔衛生管

理－急性粘膜炎に対する有効性－．第86回新潟臨床放

射線学会，新潟大学医学部，1999年12月11日

16）岡本浩一郎，石川和宏，酒井邦夫，伊藤壽介，登

木口進：羸痩による頭部MRIで脂肪高信号消失の順序に

ついて．第29回日本神経放射線学会，名古屋，2000年2

月16-18日，日本神経放射線学会プログラム・抄録集

pp89，2000年

【研究会発表】

１）登木口進，板垣修平，伊藤壽介，岡本浩一郎：

99mTc-HMPAOと99mTc-ECDのdiscordanceを認めた

単純ヘルペス脳炎の1経験．第27回新潟核医学懇話会，

新潟，1999年5月8日

２）中川範人，清野康夫，斎藤　明，岡本浩一郎，鈴

木昌史，高橋　聡，酒井邦夫，伊藤壽介：脳血管内に

著明なガス像を認めた1例．第41回新潟画像医学研究会，

新潟，1999年6月5日

３）登木口進，藤田信也，永井博子，伊藤壽介，岡本

浩一郎：ミトコンドリア糖尿病の頭部CT所見．第41回

新潟画像医学研究会，新潟，1999年6月5日

４）勝良剛嗣，平　周三，小山純市，檜木あゆみ，益

子典子，林　孝文，小林富貴子，伊藤壽介：舌及び口

腔底悪性腫瘍の術後放射線治療患者に対する口腔衛生

管理 －急性粘膜炎に対する有効性－．第40回日本歯科

放射線学会総会・第13回放射線治療懇話会，横須賀，

1999年10月27日

５）鈴木昌史，岡本浩一郎，酒井邦夫，伊藤壽介，登

木口進：Epidural metastasisで発見された神経芽細胞腫

の画像所見．第42回新潟画像医学研究会，新潟，1999

年10月30日

６）石川和宏，岡本浩一郎，酒井邦夫，伊藤壽介，登

木口進：anterior transpotine vein を drainage veinと

する脳幹部髄質静脈奇形の1例．第42回新潟画像医学研

究会，新潟，1999年10月30日

を利用した放射線治療補助装具.第23回日本頭頸部腫瘍

学会，東京，1999年6月17-18日，日本頭頸部腫瘍学会雑

誌25(2)255，1999年

４）岡本浩一郎，樋口健史，古澤哲哉，石川和宏，酒

井邦夫，伊藤壽介，登木口進，森　宏，高橋　均，江

村　巌：乳児頭蓋骨腫瘍の1例．第85回新潟臨床放射線

学会，新潟，1999年6月19日

５）岡本浩一郎，樋口健史，古澤哲哉，石川和宏，酒

井邦夫，伊藤壽介，登木口進，森　宏，高橋　均，江

村　巌：乳児頭蓋骨腫瘍の1例．第100回日本医学放射

線学会北日本地方会，仙台，1999年6月24-25日

６）石川和宏，岡本浩一郎，酒井邦夫，伊藤壽介，登

木口進：腫瘍内出血をきたしたintraventr i cu l a r

pilocytic astrocytomaの1例．第100回日本医学放射線学

会北日本地方会，仙台，1999年6月24-25日

７）平　周三，林　孝文，小山純市，勝良剛詞，檜木

あゆみ，小林富貴子，伊藤壽介：初診時に舌リンパ節

の腫大を認め，後発リンパ節転移をきたした舌癌の1例．

第40回日本歯科放射線学会総会，横須賀，1999年10月

27-29日，日本歯科放射線学会雑誌39（増刊）29，1999

年

８）小山純市，林　孝文，小林富貴子，檜木あゆみ，

伊藤壽介：第一，第二鰓弓症候群5症例のCT画像による

検討．第40回日本歯科放射線学会総会，横須賀，1999

年10月27-29日，日本歯科放射線学会雑誌39（増刊）78，

1999年

９）林　孝文，平　周三，小山純市，勝良剛詞，檜木

あゆみ，小林富貴子，伊藤壽介：顎顔面領域における

CT-fluoroscopyの使用経験．第40回日本歯科放射線学会

総会，横須賀，1999年10月27-29日，日本歯科放射線学

会雑誌39（増刊）79，1999年

10）檜木あゆみ，小林富貴子，林　孝文，小山純市，

勝良剛詞，平　周三，伊藤壽介：ヘリカルCTを用いた

唾液腺腫瘍の造影効果の検討．第40回日本歯科放射線

学会総会，横須賀，1999年10月27-29日，日本歯科放射

線学会雑誌39（増刊）102，1999年

11）岡本浩一郎，石川和宏，酒井邦夫，伊藤壽介､登木

口進：中小脳脚のanisotropyの変化について：もやもや

病患者での検討．第101回日本医学放射線学会北日本地

方会，福島，1999年11月12-13日

12）石川和宏，岡本浩一郎，酒井邦夫，伊藤壽介､登木

口進：anterior transpotine vein を流出路とする脳幹部

髄質静脈奇形の1例．第101回日本医学放射線学会北日

本地方会，福島，1999年11月12-13日

13）登木口進，岡本浩一郎，伊藤壽介，藤田信也，永

井博子，布施克也：ミトコンドリア糖尿病の頭部CT所

見．第101回日本医学放射線学会北日本地方会，福島，

1999年11月12-13日

加齢歯科学講座

【論文】

１）五十嵐敦子，大滝直子，紋谷光徳，植田耕一郎，

野村修一：学外施設を利用した介護実習に対する学生

の反応，日歯教誌，15巻2号，257-261，1999.
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新潟，平成11年６月2日．

４）植田耕一郎：摂食・嚥下障害をきたす病因・病態，

昭和大学歯学部口腔衛生学教室摂食機能療法・口腔ケ

ア実践セミナー，東京都，平成11年6月12日．

５）植田耕一郎：成人における摂食・嚥下機能障害の

評価とその対応，昭和大学歯学部口腔衛生学教室摂食

研修生プログラム，東京都，平成11年6月17日．

６）植田耕一郎：要介護者のための口腔ケア，日本口

腔衛生学会関東地方会，東京都，平成11年8月7日．

７）植田耕一郎：脳卒中患者の歯科的問題と口腔ケア，

脳卒中リハビリテーション研修会，東京都，平成11年9

月28日．

８）野村修一：高齢者の咀嚼状況とこれからの歯科医

療，日本歯科大学新潟歯学部 歯科保存学教室 第一講座

同門会，新潟，平成11年10月16日。

９）植田耕一郎：健康科学における歯科補綴学ー咀

嚼・嚥下障害を考える，日本補綴歯科学会第102回学術

大会シンポジウム，愛知県，平成1999年10月22日．

10）野村修一：当院における顎関節症のチーム診療，九

州大学歯学部・歯学部附属病院ＴＭＪカンファレンス，

福岡，平成11年11月12日．

11）野村修一：高齢社会に向かっての口腔ケア－おいし

く食べて，生き生き暮らす－，三条市医師会学術講演

会・平成11年度看護婦（士）研修会，三条，平成11年

11月20日．

12）植田耕一郎：口腔ケアについて，国立療養所新潟病

院附属看護学校，新潟県，平成12年2月21日．

【学会発表】

１）Shuichi NOMURA, Mitunori MONYA, Atsuko

IGARASHI, Kazuhiko YAMAMURA, Shoji KOHNO：

Factors in the Evaluation of State of Masticatory

Function and Occlusal Conditions by Elderly Full

Denture Wearers, '99 Sino-Japanese Conference on

Stomatology, Beijing (China), June 26, 27, 1999,

Abstracts, 150, 1999.

２）紋谷光徳，五十嵐敦子，野村修一：訪問歯科診療

見学実習後における学生の反応，平成11年度新潟歯学

会第一回例会，新潟，平成11年7月10日，新潟歯学会雑

誌，29(2)，80：1999

３）櫻井直樹，河野正司，小林富貴子，林 孝文，野村

修一：顎関節症患者のＭＲ画像所見と作業側ガイド所

見の関連について，第12回日本顎関節学会，京都，

1999年7月23日，第12回日本顎関節学会総会抄録集，97，

1999．

４）植田耕一郎，紋谷光徳，五十嵐敦子，田澤貴弘，

野村修一，永長周一郎，藤谷順子，岩崎貢士：摂食・

嚥下障害に対するリハビリテーション入院の試みー歯

２）野村章子，飛田　滋，河野正司，野村修一：歯学

部および附属歯科技工士学校における共同実習の教育

効果，日歯技工誌20(1): 138，1999.

３）飛田　滋，渡辺喜志，中山博司，野村章子，河野

正司，野村修一：本校における顎口腔機能学実習の現

況，日歯技工誌20(1): 139，1999.

４） 野村章子，飛田 滋，河野正司，野村修一：歯学部

と附属歯科技工士学校における共同教育プログラムの

導入とその教育効果－歯学部学生へのアンケート調査

から評価する－，日歯教誌，15巻1号，120-128，1999．

５） 鈴木政弘，野村修一，岩片信吾，その他：当院に

おける顎関節症チーム診療体制の現状と課題－第２

報－，新潟歯学会誌，29巻2号，129-137，1999．

【著書】

１）植田耕一郎：脳卒中患者の口腔ケア，医歯薬出版

株式会社，211頁，東京，1999.

２）在宅訪問口腔ケア下巻，編者北原稔，白田ちよ，

著者植田耕一郎クインテッセンス出版，p40-63, p92-96，

東京，2000．

【商業誌】

１）紋谷光徳：義歯の着脱への配慮，補綴臨床別冊

「エイジングと歯科補綴」，医歯薬出版，P66-67，1999

２）植田耕一郎：摂食・嚥下リハビリテーション外

来／入院ならびに味覚外来の開設，医歯薬出版，歯界

展望．95巻，3月号，39-45，2000．

３）植田耕一郎：口腔の働きとその障害，メヂカルフ

レンド社，看護技術，平成12年1月号．

４）植田耕一郎：嚥下障害の種々相と対応，歯科評論1

月号～4月号．歯科評論社．平成12年1月～4月．

５）野村修一：要介護状態への配慮，補綴臨床別冊

「エイジングと歯科補綴」，医歯薬出版，68ー69，1999

６）野村修一：高齢総義歯装着者の咬合と咀嚼状況，

補綴臨床別冊

「エイジングと歯科補綴」，74ー75，1999．

【講演・シンポジウム】

１）植田耕一郎：歯科医師の立場からみた摂食・嚥下

障害，名古屋西部医療圏　摂食・嚥下リハビリテーシ

ョンセミナー，愛知県，平成11年4月4日．

２）植田耕一郎：摂食・嚥下障害患者の口腔ケア，日

本摂食・嚥下リハビリテーション学会第１回中国四国

摂食・嚥下技術セミナーシンポジウム，岡山県，平成

1999年5月30日．

３）野村修一：楽しく食べて高齢社会を生き生き暮ら

す，新潟大学創立50周年記念 歯学部附属病院協賛講演

会「50年から100年へ－いつまでも楽しく食べよう－」，
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科病院における対応と今後の課題についてー，第5回日

本摂食・嚥下リハビリテーション学会学術大会，横浜，

1999年9月10日，日本摂食・嚥下リハビリテーション学

会雑誌3(2)：66-67，1999．

５）S.NOMURA, A. IGARASHI, M. MONYA, R.

WATANABE, H. KADOYA: SURVEY OF DIETARY

HABITS  AND OCCLUSION AMONG SENIOR

COLLEGE PARTICIPANTS, The Third International

Conference on Nutrition and Aging, Tokyo, September

21-22, 1999, Abstracts, P-2, 1999.  

６）田澤貴弘，紋谷光徳，植田耕一郎，野村修一：重

症筋無力症患者の義歯装着時と未装着時における摂

食・嚥下機能，平成11年度日本補綴歯科学会関越支部

学術大会，宇都宮，1999年9月23日．

【研究会発表】

１）植田耕一郎：歯科医師からみた摂食・嚥下障害，

中部摂食・嚥下リハビリテーション研究会，愛知県，

平成11年8月12日．

２）植田耕一郎：障害高齢者の口腔内の特徴と摂食・

嚥下障害，新潟市病院給食研究会，新潟市，平成11年

11月11日．

３）植田耕一郎：成人および高齢障害者の歯科的対応

と口腔ケア，高齢者歯科保健研究会，静岡県，平成11

年11月20日．

４）植田耕一郎：障害者の摂食・嚥下障害と口腔ケア，

名古屋臨床小児研究会，愛知県，平成12年1月10日．

【その他】

１） 山田好秋・野村修一：医学の基礎知識，ホームヘ

ルパー２級養成講座，（ＮＰＯ）ＨＨＣホームヘルプク

ラブ，浦和，平成12年3月4日．

２）植田耕一郎：介護の視点にたった歯科医療とは，

新潟県歯科保健協会，p４，新潟，1999．

３）植田耕一郎：障害をもった高齢者の口腔機能の回

復とアフターケア，日本大学歯学部同窓会誌学術特集，

p39-46，東京，1999．

４）植田耕一郎：全身的障害や疾患をもった方の口腔

内の10の特徴，神奈川県歯科医師会，23頁，神奈川，

2000．

５）植田耕一郎：摂食・嚥下リハビリテーション，新

潟県歯科保健協会，p６，新潟，1999．

歯科麻酔科

【論文】

１）田中 裕：ムコ多糖症２例の歯科治療に対する全身

麻酔経験，日歯麻誌，27(2):224-225，1999

２）松井 宏，三浦 真由美，田中 裕，豊里 晃，三浦 勝

彦，瀬尾 憲司，染矢 源治：完全静脈麻酔中のエピネフ

リン含有局所麻酔薬投与により誘発された心房粗動の

１症例，日歯麻誌， 27(2):232-233，1999

３）染矢 源治：歯科麻酔に関連した偶発症について，

日歯麻誌， 27(3):365-373，1999

４）瀬尾 憲司：マスタードオイル誘発性顔面部痛に対

する内因性鎮痛機構，日歯麻誌，27(5):561-565，1999

５）瀬尾 憲司：顔面痛発症のメカニズムについて，新

潟歯学会雑誌，29(1):41-43，1999

６）鈴木政弘，野村修一，岩片伸吾，田口直幸，小林

正治，山田一尋，林　孝文，福島正義，久保田健彦，

大島邦子，田中 裕，河野正司：当院における顎関節症

チーム診療体制の現状と課題

新潟歯学会誌，29(2):129-137，1999

７）藤原直士，多賀紀一郎，瀬尾 憲司：スナネズミを

用いた神経興奮伝搬の光学的測定 －脳虚血病態解析へ

の応用－，新大医保紀要，7(1):85-89，1999

８）瀬尾 憲司，田中 裕，染矢 源治，Drug Challenge

Testにより診断し，NMDA受容体拮抗薬が奏効した顔

面領域に生じた慢性疼痛の1症例，日歯麻誌，28(1):87-92，

2000

９）三浦 真由美，松井 宏，田中 裕，瀬尾 憲司，染矢

源治：Osler-Weber-Rendu病を有する患者の抜歯の2

例：日有病歯誌，8(1):13-17，2000

10）川北小百合，瀬尾 憲司，三浦 勝彦，田中 裕，三浦

真由美，松井 宏，豊里 晃，染矢 源治：高度な起立性低

血圧症状を呈する原発性自律神経不全症を合併した患

者の抜歯経験，日歯麻誌，28(1):111-112，2000

【著書】
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