
 

 

歯科放射線学講座 

 
プロフィール 

 

1. 教室員と主研究テーマ 

 

教  授  後藤多津子  機能的 MRIを用いた口腔・顎顔面機能と脳活動の関連の解明 
准 教 授  和光  衛  歯科用コーンビーム CT 画像に基づくインプラント周囲骨のクリニカルバイオ 

ニクス 

講  師  音成 実佳  顎関節に対するＭＲ画像診断法の検討 

小泉 伸秀  超解像現象を利用したパノラマ X 線装置の性能評価 

助  教  佐藤 晶子  MRI による定量的評価 

井本 研一  CT・MR画像を用いた顎関節滑膜炎病態の評価、診断 

佐々木秀憲  特殊画像検査を用いた診断精度の向上 

大学院生  川西 恵理  関節円板前方転位を伴った顎関節症患者と健常者の咬筋の比較 

名倉奈津子  fMRI を用いた正常咬合者と下顎前突者における顎運動時の脳活動の違い 

田井 誠吾  超音波エラストグラフィによる診断精度の向上 

 

2. 科学研究費補助金・各種補助金 

 

研究代表者 研究課題 研究費 

後藤多津子 
ヒトのうま味認知における脳機能ネットワークの

全脳解析 ̶functional MRI study̶ 
う ま 味 研 究 会 研 究 助 成  

佐藤 晶子 
超音波エラストグラフィによる頭頚部軟組織の硬

さの定量化 

文部科学省科学研究費補助金・

若手研究（B) 

佐々木秀憲 
顎関節症における治療効果の定量的評価； MRI 

T2map の応用 

文部科学省科学研究費補助金・

若手研究（B) 

 

3. 研究活動の特記すべき事項 
 

シンポジウム 

シンポジスト 年月日 演題 学会名 開催地 

Tazuko K. 

GOTO 

2015. 

9.24-26 

Dynamic analysis for the 

tasty taste in human brain. 

The Asia International 

Symposium, the 49th 

Annual meeting of 

Japanese Association 

of the Study of Taste 

and Smell (JASTS2015)  

Gifu, 

Japan 

 

学術学会に相当しない団体が開催するセミナー・研究会・カンファレンス等における発表・講演 

講演者 年月日 演題 会合の名称 開催地 

後藤多津子 2016. 2.19 
口腔科学研究の現状と将来 

新規プロジェクトの概略説明 

平成27年度  東京歯科大

学口腔科学研究センター 

ワークショップ 

東京都 

千代田区 

後藤多津子 2016. 3. 6 
安全な歯科診療のために、画像

診断時に有用なポイント 
茨城県歯科医学会 水戸市 



 

 

 

4. 教育講演等教育に関する業績、活動 
 

教育に関する講演（医学・歯学における教育をテーマとするものに限る） 

講演者 年月日 演題 学会・研究会・会議名 開催地 

和光 衛 2015. 6. 7 
明日から使えるパノラマエック

ス線写真による画像診断 

日本歯科放射線学会主催

生涯学習研修会 
仙台市 

音成 実佳 2015. 6. 8 
若手歯科放射線科医に伝えたい 

画像診断のＡＢＣ：ＣＴ 

日本歯科放射線学会 

第 56 回総会・学術大会 
仙台市 

 

教育ワークショップ・FD 研修 

講演者 年月日 ワークショップ名 役割 開催地 

後藤多津子 
2015. 

9.26-27 
臨床研修指導歯科医講習会 参加者 

東京都 

千代田区 

後藤多津子 2015.10. 3 
多肢選択式試験問題作成に関す

るワークショップ 
参加者 

東京都 

千代田区 

佐藤 晶子 2015.10. 3 

第 16 回東京歯科大学試験問題作

成に関するワークショップ 

～アドバンスコース～ 

研修 
東京都 

千代田区 

 

共用試験 

氏名 年月日 種別 役割 開催地 

後藤多津子 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第４学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

和光 衛 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第４学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

音成 実佳 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第４学年 OSCE 
評価者 

東京都 

千代田区 

小泉 伸秀 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第４学年 OSCE 
器材係 

東京都 

千代田区 

佐々木秀憲 2016. 2.28 
平成 27 年度東京歯科大学 

第４学年 OSCE 
器材係 

東京都 

千代田区 

 

他の大学・研究機関等における学生・大学院生を対象とする講義 

担当者名 年月日 テーマ・演題 大学・機関 所在地 

後藤多津子 2015.11.16 
世界の中での歯科放射線（香

港大学を中心に） 
昭和大学歯学部 

東京都 

品川区 

和光 衛 2015. 7. 1 
パノラマエックス線撮影につい

て 
昭和大学歯学部 

東京都 

品川区 

音成 実佳 2015.11.16 MRI の顎口腔領域での応用 昭和大学歯学部 
東京都 

品川区 


