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歯科放射線 2017年6月

ご 挨 拶

日本歯科放射線学会 第58回学術大会 

大会長 馬嶋 秀行  鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科
腫瘍学講座 顎顔面放射線学分野 教授

この度、鹿児島市・かごしま県民交流センターにおきまして、平成29年6月2日

（金）～4日（日）にNPO法人 日本歯科放射線学会 第58回学術大会・第14回定例総

会を開催することになりました。

平成22年に、第15回画像臨床大会を鹿児島で開催させていただいてから、早いも

ので7年が経とうとしております。

近年、形態診断と機能診断の融合であるPET/CTやPET/MRI検査の普及が目覚

ましく、画像診断の進歩、向上へと繋がってきました。さらに、これからはDiagnosis

と Therapeutics とが融合したTheranostics の時代へと移り行くものと考えられて

います。

今回の大会テーマは、「顎口腔領域における放射線治療と核医学の最前線 ―診断

と治療の融合―」と題し、顎口腔領域疾患における画像検査はもちろん、核医学検査、

放射線治療の現状とこれからについて、活発な討論をしていただきたいと考えており

ます。

本大会では招待講演としてメディポリス国際陽子線治療センターの荻野尚先生に

「頭頸部悪性腫瘍に対する陽子線治療」を、北海道大学大学院 歯学研究科の北川善

政教授に「顎口腔領域におけるPET診断と治療への応用」をご講演いただきます。

また、教育講演として日本歯科大学 新潟生命歯学部の土持眞教授をお迎えし、「核医

学研究の軌跡 ―イメージングからTheranostics へ―」についてご講演をしていた

だくことになっております。その他に「口腔領域癌に対する放射線治療の最前線」

と題したシンポジウムを予定しております。

特別講演には、島津家第33代であり、島津興業社長 島津忠裕氏に鹿児島について

のご講演をいただきます。

本大会では歯科放射線基礎医学、画像診断学、核医学診断学、がん放射線治療学を

究める研究者達が討論を行い、得られた研究成果を共有し、さらにその成果を治療に

応用し、今後の医学の発展に繋がるものと確信しております。

主催者一同、実り多い学会といたすべく努めて参りますので、関係各位のご支援を

切にお願い致しますと共に、多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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学術大会案内

会 期：2017年6月2日（金）・3日（土）・4日（日）
会 場： かごしま県民交流センター

〒892 ‒0816 鹿児島市山下町14番50号 TEL：099 ‒221‒6600

6月2日（金） 教育委員会・歯科医師生涯研修会 4F 大研修室第4 9：00～9：30

学術集会委員会 4F 大研修室第3 9：00～10：00

常任理事会 4F 大研修室第3 10：00～12：00

理事会（昼食を含む） 4F 大研修室第3 12：00～14：00

各種委員会 4F 大研修室第3・4

4F 小研修室第2

14：00～15：00

代議員会 4F 大研修室第3 15：00～16：00

コンピュータ応用・画像情報研究会 4F 小研修室第2 16：10～17：20

口腔放射線腫瘍教育研修会 4F 大研修室第4 16：10～18：20

理事懇親会（しゃぶ禅 鹿児島店） 19：00～

6月3日（土） 開会の辞 2F 中ホール 9：00～9：05

一般口演1・2・3 2F 中ホール 9：10～11：10

招待講演1 2F 中ホール 11：25～12：10

ランチョンセミナー1 4F 大研修室第3 12：20～13：05

招待講演2 2F 中ホール 13：15～14：00

一般口演4 2F 中ホール 14：05～14：55

シンポジウム 2F 中ホール 15：10～16：30

教育講演 2F 中ホール 16：35～17：20

特別講演 2F 中ホール 17：30～18：15

ポスター展示 2F 大ホール A 9：30～18：00

企業展示 2F 大ホール B 9：00～18：00

懇親会（城山観光ホテル） 19：00～

6月4日（日） 一般口演5・6 2F 中ホール 9：00～10：10

ポスターセッション 質疑・応答 2F 大ホール A 10：10～10：50

花村信之メモリアルレクチャー1 2F 中ホール 10：50～11：35

花村信之メモリアルレクチャー2 2F 中ホール 11：40～12：25

ランチョンセミナー2 4F 大研修室第3 12：35～13：20

定例総会、表彰式・受賞講演 2F 中ホール 13：30～14：40

歯科放射線専門医会（市井の会） 4F 大研修室第3 9：00～12：00

企業展示 2F 大ホール B 9：00～13：00

閉会の辞 2F 中ホール 14：40～
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ご 案 内

1. 総合受付

1） 時間・場所
  6月3日（土） 8：15～17：00 2F 展示ロビー前 
6月4日（日） 8：15～12：00 2F 展示ロビー前

2）  事前登録されている方は、事前登録受付にて領収書、ネームプレートをお受け取り下さい。
事前登録されていない方は、当日受付で登録をお願いします。

3） 大会当日に学会参加登録および懇親会参加登録をされる方
  当日参加費は、12,000円（事前登録：10,000円） 
当日懇親会参加費は、13,000円（事前登録：11,000円）です。 
総合受付にて、参加費をお支払い下さい。領収書、ネームプレートをお渡しいたします。

4） 日本歯科医師会 生涯研修カード
  本学術大会は「日本歯科医師会生涯研修事業認定研修会」に指定されています。生涯研修
登録用研修 ICカードを持参して下さい。総合受付に ICカードリーダーを準備しますので、
各自で登録を行って下さい。

2. 口演発表者ならびに座長の先生へのお願い

・ 会場は2F 中ホール、4F 大研修室第3です。

・ PC受付は、2F 展示ロビー前に設置いたします。

・ 1演題につき発表時間は7分、質疑応答は3分です。発表時間1分前に合図いたします。タイ
ムスケジュールの関係上、発表時間厳守での進行にご協力下さい。

・ 演者ならびに座長の先生はセッション開始10分前までに会場に入り、次演者席および次座
長席で準備をお願いいたします。

・ 口演の発表は PC（Windows 7）による単写プロジェクター投影にて行います。発表は
Windowsのみにさせていただきます。Macintosh での発表はご遠慮ください。発表にご利用
頂くPCは大会事務局で用意いたします。円滑に進めるために、動画の使用、持込みのパソ
コンの接続はご遠慮頂きます。

・ プレゼンテーション用ファイルはMicrosoft PowerPoint 97-2003以降の形式（.ppt、.pptx）で
ご用意ください。外字フォントは使用しないようお願いいたします。保存ファイル名は「演
題番号」「氏名」の順で保存してください。

（例）「一般口演1（演題番号O-01）」の場合、O-01鹿児島太郎 .ppt（または .pptx）

・ 発表受付はCD-Rに限ります。発表者はファイルをCD-Rにてご持参の上、発表1時間前ま
でにPC受付にご提出下さい。ご提出時にPC上で動作確認を行って下さい。

・ PC受付は6月3日（土） 8：15～17：00、6月4日（日） 8：15～12：00です。
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3. ポスター発表者へのお願い

・ ポスター会場は、2F 大ホール Aです。

・ ポスター1演題あたり縦180 ㎝ ×横100 ㎝ のパネル1枚がご使用いただけます。横幅は90 ㎝ 
程度を厳守して下さい。

・ 演題番号をプログラム等にてご確認の上、演題番号、演題名、発表者名、所属をポスター上
部20 ㎝ の部分に各自で作成して下さい。また、ポスターの右上隅に発表者の写真（L版）を
掲示して下さい。

・ ポスターのレイアウトは発表者の自由といたしますが、【目的】 【対象と方法】 【結果】 【結
論】の順でお願いいたします。

・ ポスターは6月3日（土）9：00～9：30にご自身の演題番号のパネルに貼り出して下さい。掲
示はこの時間内に完了して下さい。ポスターの展示板への取り付けは画鋲を使用します。 
※画鋲はこちらで用意いたします。

・ 質疑応答は6月4日（日）10：10～10：50（全ポスター）の予定で、時間内のフリーディスカッ
ションの形式とします。その間、筆頭演者はご自身のポスターの前で待機し、質疑応答を
行って下さい。

・ ポスターの撤去は6月4日（日）13：00～14：00の間でお願いいたします。学会終了までに引
き取りがないポスターは、事務局で処分いたします。

4. 企業展示のご案内

・ 会場は、2F 大ホール Bで行います。

・ 展示時間は、6月3日（土）9：00～18：00、6月4日（日）9：00～13：00です。

・ 撤去、搬出は、6月4日（日）13：00～14：00の間にお願いいたします。

5. 休 憩 室

2F 大ホールAと大ホールBの間が休憩室となっております。飲み物を用意いたしますので、
ご自由に利用ください。 
大ホール内はWi-fi の利用が可能です。

6. クローク

お荷物は総合受付でお預かりいたします。その際、引換券をお受取りください。
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7. 懇 親 会

・ 以下の要領で懇親会を開催いたします。なるべく事前登録をお願いいたします。学会の事前
参加申し込みをされずに、懇親会出席を希望される方は、総合受付にお申し出下さい。多数
の先生方のご参加をお待ちしております。

日 時：平成29年6月3日（土） 19：00～

会 場： 城山観光ホテル（鳳凰の間） 
〒890-8586 鹿児島市新照院町41番1号 
TEL 099-224-2211  FAX 099-224-2907  http://www.shiroyama-g.co.jp/

・ 学会場から懇親会場へはシャトルバスで移動いたします。所要時間は約10分です。

8. そ の 他

・ プログラム・抄録集を追加で購入される方は、1冊1,000円にて当日販売いたします。冊数に
限りがございますので完売の場合はご了承下さい。

9. 連 絡 先

〒890-8544 鹿児島市桜ヶ丘8丁目35番1号
鹿児島大学大学院医歯学総合研究科腫瘍学講座 
顎顔面放射線学分野（大会事務局）
末永重明（準備委員長）
TEL：099-275-6272 FAX：099-275-6278
E-mail：jsomr-58@d1.dent.kagoshima-u.ac.jp
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学会主催の会議等のご案内

1. 6月2日（金）の諸会議について

 9：00～  9：30 教育委員会・歯科医師生涯研修会 （4F 大研修室第4）
 9：00～ 10：00 学術集会委員会 （4F 大研修室第3）
10：00～12：00 常任理事会 （4F 大研修室第3）
12：00～14：00 理事会（昼食を含む） （4F 大研修室第3）
14：00～15：00 各種委員会 （4F  大研修室第3・4、

小研修室第2）
15：00～16：00 代議員会 （4F 大研修室第3）

2. 花村信之メモリアルレクチャーについて

〈会 場〉 2F 中ホール
〈日 程〉 6月4日（日）
 10：50～11：35 田口 明 先生
 11：40～12：25 櫻井 孝 先生

3. 定例総会について

〈会 場〉 2F 中ホール
〈日 程〉 6月4日（日）
 13：30～14：20

4. 表彰式・受賞講演について

〈会 場〉 2F 中ホール
〈日 程〉 6月4日（日）
 14：20～14：40
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第6回口腔放射線腫瘍教育研修会のお知らせ
（旧放射線治療懇話会を含む）

下記の通り、第6回口腔放射線腫瘍教育研修会を行います。この教育研修会は学会員

どなたでも聴講自由です。放射線治療に興味のある方は奮ってご参加下さい。

今回は総会のシンポジウムで講演されるお二人の方にお願いし、それぞれの施設での

口腔癌への取り組み、施設の状況などについてお話頂けることになりました。旧来の

放射線治療懇話会として行ってきた施設紹介は東京医科歯科大学にお願いしています。

国内最大規模の口腔癌放射線治療施設としての現状を紹介して頂くことにしています。

内容は下記の通りです。

日 程：平成29年6月2日（金） 16：10～18：20

会 場： かごしま県民交流センター 東棟4F 大研修室 第4
〒892 -0816 鹿児島市山下町14番50号
TEL：099-221-6600

口腔放射線腫瘍に関する教育研修会 16：10～18：20

1. 「粒子線治療施設における口腔癌治療の現状と将来」（各30分）

 脳神経疾患研究所 南東北がん陽子線治療センター

  高山 香名子 先生

 量子科学技術研究開発機構 放射線医学総合研究所病院

  伊川 裕明 先生

2.  施設紹介
「口腔がんに対する放射線治療の本学における取り組み」

 東京医科歯科大学 三浦 雅彦 先生

なお、口腔放射線腫瘍認定審査（筆記試験）は今回は行われません。

 連絡先：藤田 實（広島大学）、大森 桂一（北海道大学）
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「第23回コンピュータ応用・画像情報研究会」のご案内

「第23回コンピュータ応用・画像情報研究会」を第58回日本歯科放射線学会学

術大会前日に、馬嶋秀行教授はじめ教室員各位のご厚意により開催できることにな

りました。

今回は、日本大学歯学部特任教授新井嘉則先生に「運動機構から見た歯科用

CBCT開発の軌跡
4 4

と掛谷問題」というテーマで講演していただきます。内容は

歯科用CBCTの回転中心の軌跡等の撮像原理と開発の歴史、およびそれに伴う

被曝線量の低減効果についてです。撮像原理の歴史を知ることは、現在の歯科用

CBCT機能の多様性の長所と欠点を理解し、急を要する最適化を推進するための

一助になると考えます。

アットホームな会ですので、皆様お誘い併せの上、奮ってご参加下さるようご案

内いたします。

記

日 時：2017年6月2日（金） 16：10～17：20

会 場： かごしま県民交流センター 東棟4F 小研修室 第2
〒892‒0816 鹿児島市山下町14番50号
TEL：099‒221 ‒6600

講 演

「機構から見た歯科用 CBCT開発の軌跡
4 4

と掛谷問題」

新井 嘉則 先生（日本大学歯学部 特任教授）
COI：株式会社モリタ製作所

〈連絡先〉
コンピュータ応用・画像情報研究会事務局
〒102-8159 東京都千代田区富士見1-9-20
日本歯科大学生命歯学部歯科放射線学講座
佐藤 健児
TEL：03-3261-6516 FAX：03-3261-6521
E-mail：ken-sato@tky.ndu.ac.jp
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運動機構から見た歯科用CBCT開発の軌跡
4 4

と掛谷問題

新井 嘉則
日本大学歯学部 特任教授
COI：株式会社モリタ製作所

医科用CTの基本原理は回転横断断層装置として

1950年代に高橋信次によって示された。同時期に、

Paatero と西連寺永康らは1軸回転のパノラマ装置

の開発を行った。両装置は1軸の回転機構を持ち、

コーンビームCTはこれらの原理を拡張したものと

考えることができる。

初期の回転パノラマ装置は回転中心が1軸に固定

されているために、歯列を正放線投影することがで

きなかった。その後、パノラマ装置は撮影中に回転

中心の位置を連続的に移動させる運動機構を追加す

ることで、歯列を正放線から投影できるオルソパン

トモが開発された。

一方、歯科用CBCTは豊福不可依が1980年代前

半にその原理を示した。その後、1990年代の後半

に新井嘉則・徳岡修らが歯科用CTの開発を行った。

小型の2次元X線センサーを使用し照射野を小さ

くすることで、高い解像力と低被曝を両立した歯科

に最適化されたCBCTが開発された（3DX モリタ

製作所）。従来、CTは被写体全体の投影データが

画像再構成に必須とされていたが、これはその概念

を打ち破るものであった。

しかし、当時のセンサーは小型であったため、パ

ノラマのように歯列全体を撮影することが不可能で

あった。そこで、徳岡はこの問題を解決するために

歯科用CBCTに回転中心の位置を移動させる運動

機構を追加し、撮影中に回転中心が歯列上を移動し

ながら、3-5回転することで歯列全体を撮影する方

式を開発した（PSR-9000 朝日レントゲン）。CT

は回転中心が固定されているという概念を覆す画期

的な発明で、回転軸が移動するオルソパントモの基

礎研究から派生するものと考えられた。

その後、2005年には12 ㎝×12 ㎝程度の大きさの

Flat Panel Detector が入手可能となり、直径8 ㎝

高さ8 ㎝のFOVで歯列全体の撮影が可能となった。

2007年にはパノラマ装置に歯科用CBCTが搭載さ

れるようになった（Veraviewepocs3D モリタ製作

所）。その後、FPDの面積は拡大し、頭部全体を撮

影することも容易となった。しかし、FOVを拡大

することで唾液腺や扁桃腺など放射線感受性の高い

組織への被曝線量の増加が危惧された。

そこで、2011年に最小限の被曝線量でより
4 4

広範

囲の撮影を可能にするために、歯列弓型の略三角の

形態（ルーローの三角）のFOVが開発された。こ

の方式は撮影時間の延長による被曝線量の増加と体

動の影響を最小とするために180度撮影とし、撮影

中に回転中心を移動させることで、歯列弓以外の領

域への被曝線量を最小限に抑えることを可能とした

（Veraviewepocs3Df モリタ製作所）。

2016年にはパノラマと歯科用CBCT複合機の欠

点であった、X線主線の打ち上げ角度による画質

の低下を、主線の方向を可変する運動機構を追加す

ることで問題点を解決した装置（VeraviewX800）

が開発された。

本講演では運動機構に注目して開発の軌跡
4 4

を振り

返り、最後に掛谷問題＊とオルソパントモおよび歯

列弓型の軌跡
4 4

との関連性について述べ、その被曝線

量の低減効果に言及する。

＊  掛谷問題：長さが1である線分を1回転させるのに必要
な最小面積の図形は何か
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2017歯科放射線専門医会（市井の会）の開催について

2017年の「歯科放射線専門医会（市井の会）」定例総会を第58回日本歯科放射線

学会総会・学術大会に併せて開催いたします。是非多くの方にご参加いただきます

ようにご案内申し上げます。

なお今回はリフレッシュセミナーにつきましては、本学会総会・学術大会に参加

される歯科放射線専門医や認定医の先生のご参加を歓迎いたします。奮ってご参加

ください。

日 時：2017年6月4日（日） 9：00～12：00

会 場： かごしま県民交流センター 東棟4F 大研修室 第3

会 費：2,000円

1. リフレッシュセミナー 9：00～11：00

1）歯科放射線学会の現状と展望（20分）
浅海 淳一 先生（日本歯科放射線学会 理事長、岡山大学）

2）歯科放射線の歴史（40分）
橋本 光二 先生（日本大学）

3）CBCTによる歯・歯槽骨の微細構造と病変の読影（30分）
神田 重信 先生（九州大学）

2. 歯科放射線専門医会（市井の会）総会 11：00～12：00

1）来年以降の活動に対する打ち合わせ

2）その他

これまで参加されていない、市井で歯科放射線専門医として活躍されてい
る先生にはご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。
なお本会に関する不明な点や疑問点がございましたら遠慮なくメールして

ください。

〈連絡先〉
歯科放射線専門医会（市井の会）
会長：米津 康一
E-mail：yonetsu@kyudai.jp
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1日目 6月2日金
4F 大研修室第4、小研修室第2

16：10～18：20 研究会

第6回 口腔放射線腫瘍教育研修会 4F 大研修室第4

第23回 コンピュータ応用・画像情報研究会 4F 小研修室第2

2日目 6月3日土
2F 中ホール

9：00～9：05 開会の辞 大会長：馬嶋 秀行（鹿児島大学）

9：10～9：50 一般口演1

座長：柳 文修（岡山大学）

O-01 臨床的に経過観察となった不透過性病変に関する考察
 日本大学歯学部 歯科放射線学講座 荒木 正夫

O-02 上唇に発生した腺房細胞癌の1例 ～画像所見と文献的考察を加えて～
 昭和大学歯学部 口腔病態診断科学講座 放射線医学部門 花澤 智美

O-03 頬部に発生した乳腺相似分泌癌の1例
 東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野 栗林 亜実

O-04 下顎骨骨炎が先行して発症した高安動脈炎の1例
 東北大学大学院 歯学研究科 口腔診断学分野 小嶋 郁穂

9：50～10：30 一般口演2

座長：清水 真弓（九州大学）

O-05 Sonoelastographyを用いた軟組織硬さの評価に関する実験的研究： 
対象の前層に位置する構造の硬さと厚みの影響
 愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座 野澤 道仁

O-06 ロボット支援下手術用小型術中用超音波プローブによる口腔内走査の試み
 新潟大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野 小林 太一

プログラム
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O-07 シェーグレン症候群における唾液腺画像診断報告データシステム（SI-RADS）
 長崎大学大学院 頭頸部放射線学分野 高木 幸則

O-08 頸部リンパ節画像診断報告データシステム
 長崎大学大学院 頭頸部放射線学分野 榮田 智

10：30～11：10 一般口演3

座長：四井 資隆（大阪歯科大学）

O-09 口腔扁平上皮癌術後の再発検出に対する TSE DWIの有用性
 九州大学大学院 歯学研究院 口腔画像情報科学分野 筑井 徹

O-10 高磁場・超高 b値における拡散強調撮像法
 長崎大学大学院 頭頸部放射線学分野 佐々木 美穗

O-11 顎口腔領域の脂肪抑制 T2強調MR画像におけるmotion artifact軽減に対する
PROPELLER法の効果
 大阪大学大学院 歯学研究科 歯科放射線学教室 島本 博彰

O-12 4D dynamic contrast-enhanced MRIの顎顔面領域への適応： 

TWISTシーケンス撮像パラメータの画質への影響
 東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野 坂本 潤一郎

11：25～12：10 招待講演1

座長：馬嶋 秀行（鹿児島大学）

頭頸部悪性腫瘍に対する陽子線治療
荻野 尚 メディポリス 国際陽子線治療センター

13：15～14：00 招待講演2

座長：土持 眞（日本歯科大学新潟）

顎口腔領域におけるPET診断と治療への応用
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
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14：05～14：55 一般口演4

座長：河合 泰輔（日本歯科大学）

O-13 咀嚼機能の低下が顎関節に与える影響：ラット実験モデルによる経時的評価
 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野 松本 邦史

O-14 デュアルエナジー CTにおけるメタルアーチファクトの定量評価
 愛知学院大学 歯学部附属病院 放射線技術部 松本 遼

O-15 歯科用コーンビーム CTの面積線量から実効線量への換算係数
 日本歯科大学 生命歯学部 歯科放射線学講座 佐藤 健児

O-16 パノラマ・CBCT撮影時の位置づけの標準化を目指した頭部ファントムの開発
 小佐野歯科医院 小佐野 貴識

O-17 歯周外科術式選択における CBCTの有効性
 愛知学院大学 歯学部 歯周病学講座 菱川 敏光

15：10～16：30 シンポジウム
座長：三浦 雅彦（東京医科歯科大学）

口腔領域癌に対する放射線治療の最前線

S-1 頭頸部がんに対する重粒子線治療と歯科医師の役割
伊川 裕明 放射線医学総合研究所病院

S-2 口腔癌に対する陽子線治療の実際と今後の展望について
髙山 香名子  南東北がん陽子線治療センター

総合南東北病院 放射線治療科

S-3 術後放射線治療における IMRTの有用性と今後の展望
戒田 篤志 東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 口腔放射線腫瘍学分野

S-4 舌癌に対する高線量率小線源治療
村上 秀明 大阪大学大学院 歯学研究科 歯科放射線学教室

S-5 口腔領域癌に対する放射線治療の最前線 ―低線量率小線源治療―
藤田 實 広島大学医歯薬保健学研究院 歯科放射線学研究室
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16：35～17：20 教育講演
座長：小豆嶋 正典（岩手医科大学）

核医学研究の軌跡
―イメージングからTheranostics へ―

土持 眞  日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科放射線学講座

17：30～18：15 特別講演
座長：馬嶋 秀行（鹿児島大学）

薩摩藩の近代化と世界文化遺産
島津 忠裕  株式会社島津興業 島津家第33代

4F 大研修室 第3

12：20～13：05 ランチョンセミナー1 共催：株式会社モリタ

座長：林 孝文（新潟大学）

“  歯科用コーンビームCTの臨床利用指針（案）
NPO日本歯科放射線学会編 ”について

新井 嘉則  ガイドライン委員会委員（日本大学歯学部）

※お弁当は100名限定となりますのでご了承ください。

19：00～ 懇 親 会 会場：城山観光ホテル（鳳凰の間）
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11：40～12：25 花村信之メモリアルレクチャー2

座長：鹿島 勇（神奈川歯科大学）

研究・患者・学生とともに歩む歯科放射線科医としての29年間の軌跡
櫻井 孝  神奈川歯科大学 顎顔面病態診断治療学講座

13：30～14：20 定例総会

14：20～14：30 表 彰 式

14：30～14：40 受賞講演

14：40～ 閉会の辞 大会長：馬嶋 秀行（鹿児島大学）

2F 大ホール A

10：10～10：50 ポスターセッション質疑・応答

P-01 骨形成線維腫2症例の X線学的検討
 日本大学歯学部 歯科放射線学講座 小日向 清美

P-02 放射線照射および骨吸収抑制薬による顎骨への影響に関する画像的研究
 大阪歯科大学 歯科放射線学講座 蒲生 祥子

P-03 口腔領域に生じた神経鞘腫の二例
 岡山大学病院 歯科放射線・口腔診断科 村上 純

P-04 口内法 X線撮影におけるデジタル画像システムの線量応答特性について
 鶴見大学 歯学部附属病院 画像検査部 奥山 祐

P-05 パノラマエックス線写真による高齢者口腔状態の長期フォローアップ
 広島大学病院 歯科放射線科 小西 勝

P-06 全身的に多発したメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患（MTX-LPD）の一例
 東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野 浅井 桜子

P-07 上顎大臼歯部に生じたいわゆるエナメル上皮線維歯牙腫の1例
 朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 歯科放射線学分野 吉田 洋康
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P-08 口内法 IP用保持具を用いたスタンダードプリコーションの提案
 愛知学院大学 歯学部附属病院 桒田 勤

P-09 歯科用コーンビーム CT画像を用いた上顎結節部の骨形態の観察
 日本歯科大学 生命歯学部 歯科放射線学講座 浅海 利恵子

P-10 歯原性腫瘍との鑑別が必要であった内反性乳頭腫
 岩手医科大学 顎顔面再建学講座 歯科放射線学分野 六本木 基

P-11 臼後部に生じたmucinous cystadenomaの1例
 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野 永山 知宏

P-12 頭頸部転移リンパ節における Shear Wave Elastographyの有用性
 福岡歯科大学 診断・全身管理学講座 画像診断学分野 白石 朋子

P-13 口腔癌における拡散MRI：ADC mapの有用性
 日本歯科大学新潟病院 放射線科 小椋 一朗

P-14 ビスホスホネート関連顎骨壊死における下顎頭のMRI信号の有用性
 日本大学 松戸歯学部 放射線学講座 平原 尚久

P-15 頸部リンパ節の大きさと正常下垂体の相関：MRイメージングによる評価
 日本大学 松戸歯学部 放射線学講座 村岡 宏隆

P-16 歯原性腫瘍のMR診断における FLAIR画像の有用性
 岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 歯科放射線学分野 Sugianto Irfan

P-17 顎関節症の咬筋部疼痛に対する脳賦活部の解析：functional MRIを用いた研究
 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野 末永 重明

P-18 舌ステントを用いた舌癌のMRIモーションアーチファクトの軽減
 福岡歯科大学 医科歯科総合病院 放射線室 稲冨 大介

P-19 小照射野歯科用コーンビーム CTによる下顎管壁描出能の評価
 東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野 石井 浩子

P-20 Evaluation of diagnostic image quality using cluster signal-to-noise analysis

 九州大学大学院歯学研究院 口腔画像情報科学分野 
ウィーラワーニッチ ワラーンカナー

P-21 犬歯窩における前上歯槽管の走行に関する X線学的検討
 日本歯科大学 生命歯学部 歯科放射線学講座 浅井 まどか
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P-22 CT検査による埋伏過剰歯の臨床統計学的検討
 日本大学 松戸歯学部 放射線学講座 関谷 恵子

P-23 マウス毛根細胞における低線量放射線の影響
 鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野 長澤 大成

P-24 歯科用Optical coherence tomographyの空間分解能測定用テストチャートの開発
 東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野 渡邊 裕

P-25 in vivo micro CTを用いた Bmal-1遺伝子ノックアウトマウスの
下顎頭形態変化の継時的観察
 日本大学 歯学部 歯科放射線学講座 平井 重徳

P-26 携帯型口内法エックス線装置による手指被曝と後方散乱線除去用シールドの効果
 明海大学 歯科放射線学分野 大高 祐聖

P-27 デジタル口内法 X線撮影における検出器の比較
 徳島大学大学院 医歯薬学研究部 歯科放射線学分野 

ダシプンツァグ オユンバト

P-28 東京医科歯科大学歯科放射線外来および学生撮影室における歯科用Ⅹ線装置の
QAの結果と日本歯科放射線学会の診断参考レベル（DRL/2015）との比較
 東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野 大林 尚人

P-29 タブレット PC用アプリとして開発した咀嚼の非接触解析システム
 北見工業大学工学部 地域未来デザイン工学科 機械知能・生体工学コース 早川 吉彦

P-30 骨塩定量ファントムを用いた骨密度と固有振動数の関係に関する基礎的研究
 神奈川歯科大学 顎顔面機能再建学講座 放射線応用科学分野 香西 雄介

4F 大研修室 第3

12：35～13：20 ランチョンセミナー2 共催：デンツプライシロナ株式会社

座長：金田 隆（日本大学松戸）

身近になったデジタルインプラントデンティストリー
～画像診断だけではないCTの使い方～

下田 徹  オパールデンタルクリニック 院長

※お弁当は100名限定となりますのでご了承ください。
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「明治日本の産業革命遺産」（以下、「産業革命遺産」）は、平成27年7月にドイツ・
ボンで開催された第39回ユネスコ世界遺産委員会において世界文化遺産に登録する
ことが決議されました。我が国は、幕末から明治期にかけて、製鉄・製鋼、造船、石
炭産業などの重工業分野で急速な近代化を達成し、非西洋社会で最初の産業国家とし
ての地位を確立しますが、「産業革命遺産」は、その道のりを示す23件（8県11市）
の産業遺産によって構成されています。
産業遺産の醍醐味は、それらが形成されるまでの歴史的な背景や、産業技術史上の
意義といったストーリーを理解するところにあります。今回の講演会では、まず「産
業革命遺産」の概要、新規性や特徴についてご説明します。次に、薩摩藩が、幕府
や他藩の先駆けとなって近代化（集成館事業）に着手し、日本の近代化のスタートと
なったのはなぜか、薩摩藩の地政学的な特殊性を踏まえながら、その必然性をお話し
します。
明治維新150周年という佳節を翌年に控える中、明治維新ゆかりの地 鹿児島で、

皆さまが薩摩藩の近代化や世界文化遺産に対して知的好奇心をさらに高められ、鹿児
島へのご関心を高められるきっかけになれば幸いです。

特別講演 6月3日（土） 17：30～18：15 会場（2F 中ホール）

薩摩藩の近代化と世界文化遺産

島津 忠裕
株式会社島津興業
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略 歴

1972年、鹿児島市生まれ。島津家第33代。
1996年に慶応大学経済学部を卒業後、株式会社日本興業銀行（旧みずほコーポ
レート銀行）入行。2004年、島津興業入社。総合企画室長、代表取締役副社長を
経て、2015年から現職。
島津興業が運営する仙巌園等を舞台とする集成館事業のブランド化のため世界遺
産登録へ向けた活動を指揮し、2015年7月に「明治日本の産業革命遺産」の構
成資産として登録を実現した。
鹿児島市の総氏神さまである島津斉彬公を祀る照國神社の権禰宜および島津家歴
代当主を祀る鶴嶺神社禰宜も務める。かごしま観光まちづくり研究会会長。鹿児
島県特産品協会理事。鹿児島県観光連盟理事。裏千家淡交会鹿児島支部支部長。
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がんの放射線治療において、治療成績を向上するための効果的な方法のひとつは、
線量を病巣のみに集中させることである。これにより局所制御が向上するのみならず、
病巣周囲の正常組織への線量も必然的に少なくなり、放射線による有害事象は減少し
て、QOLの高い治療が可能となる。陽子線の物理的特性は体表面近くではあまり線
量を出さずに、到達飛程終端で一挙に線量を放出することである。これをBragg 
peak（ブラッグピーク）と呼ぶが、この優れた線量集中性を利用すれば上記の目的を
達成することが可能である。1946年にWilson は陽子線の治療への応用を提唱し、
1954年にローレンスバークレー研究所（米国）で臨床使用が開始された。したがって、
約半世紀の歴史を持つ治療となり、すでに約120,000例の治療症例数を有する。しかし、
医療という観点からみた場合、1990年にロマリンダ大学メディカルセンター（米国）が
世界初の医療専用陽子線治療装置を導入したのを端緒に、1998年には国立がんセン
ター東病院の陽子線治療施設が国内初の医療専用施設として治療を開始した。2001年
以降は次々と医療専用施設ができ、現在では世界で約60施設、日本国内だけでも12
施設で稼働中である。尚、陽子線の放射線としての生物学的効果はX線やコバルトγ
線と同等であるのに対して、炭素より重い粒子線は生物効果が高い点が異なる。
医療専用陽子線治療施設では効率よく装置を利用するため、ひとつの加速器に対し
て複数の照射室を設置することと、患者さんの治療体位（通常のリニアック同様寝台
に寝かせる）を変えずに任意方向からの照射を行うための回転ガントリーとよばれる
照射部回転機構を備えることが一般的である。治療自体はリニアック等のX線治療
と変わりはない。
頭頸部腫瘍は手術治療と放射線治療が治療法の主体となる。治療成績は腫瘍の存在
部位や進行度により左右され、一般論は言いがたい。しかし通常の放射線による進行
癌の治療においてはしばしば正常組織障害が問題となる。即ち、脳・眼球・唾液腺・
粘膜などの障害を来たし、著しくQOLを低下させることがある。陽子線治療ではそ
れら正常組織障害を最小限に抑えることが可能であり、もうひとつの特徴は、粘膜発
生悪性黒色腫や腺様嚢胞癌などのいわゆる放射線抵抗性腫瘍に対しても高い局所制御
率が期待できることである。これらについて紹介したい。

招待講演1 6月3日（土） 11：25～12：10 会場（2F 中ホール）

頭頸部悪性腫瘍に対する陽子線治療

荻野 尚
メディポリス 国際陽子線治療センター
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略 歴

昭和57年3月  千葉大学医学部 卒業
昭和57年4月  千葉大学医学部付属病院 放射線科研修医
昭和58年8月  国保君津中央病院 放射線科医員
昭和60年10月  国立がんセンター病院 放射線治療部医員
平成4年7月  国立がんセンター東病院 放射線部医長
平成14年10月  国立がんセンター東病院 陽子線治療部長
平成17年10月  国立がんセンター東病院 臨床開発センター粒子線医学開発部長
平成23年4月  メディポリス国際陽子線治療センター センター長代理
平成29年3月  メディポリス国際陽子線治療センター センター長

資 格
昭和61年9月 日本医学放射線学会 認定専門医
平成3年4月  千葉大学医学博士学位取得
平成4年4月  第1種放射線取扱主任者

加入学会
American Society for Therapeutic Radiology and Oncology

European Society for Therapeutic Radiology and Oncology

American Society of Clinical Oncology

日本癌学会、日本癌治療学会、日本臨床腫瘍学会、
日本医学放射線学会、日本放射線腫瘍学会、日本医学物理学会、
日本肺癌学会、日本頭頸部癌学会、日本食道学会、日本乳癌学会、日本肝癌研究会
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私は前任の福井医大で1995年から口腔がんのPET研究に携わってきた。当時は
まだ全国でPET施設が数台しかない時代であったが、歯科口腔外科も当初から高エ
ネ研と共同研究させていただく機会に恵まれた。FDG-PET検査が2002年に保険適
用になり、2005年よりFDGのデリバリーによる供給体制が整い飛躍的に全国に普及
してきた。FDGは糖代謝活性が亢進している多くの癌細胞に集積することから
FDG-PETにより従来の形態診断では得られない悪性腫瘍の代謝活性や増殖能を反
映する分子イメージングとして、臨床上多くの有益な情報が得られ、がん診療には無
くてはならない診断武器として認識されている。口腔癌のFDG-PET診断の意義と
して、良悪性の鑑別、リンパ節転移や遠隔転移の staging、放射線・化学療法後の治
療効果判定、再発診断、などがあげられる。
2004年からは北海道大学で口腔内科学講座を主宰し、核医学講座との共同で口腔
疾患におけるPET研究を継続、推進してきた。本講演では日常臨床で遭遇する難診
断症例におけるPET診断の有用性、口腔扁平上皮癌（OSCC）のみならず非上皮系悪
性腫瘍、悪性リンパ腫において治療効果や予後予測についても触れたい。その他、1）
メチオニンPET、2）hypoxia imaging であるFMISO-PET、3）MRONJ における
PETあるいは骨シンチの応用、臨床的意義についてもご紹介したい。

1）MET-PET
  2006年よりアミノ酸代謝を反映する11C-メチオニン（Methionine：MET）をト
レーサーとするPET研究も行ってきた。MET-PETは腫瘍増殖能をよく反映し
炎症細胞にも集積しにくいという利点を有している。MET-PETは全生存率と有
意に相関していた。

2）低酸素分子イメージングFMISO-PET
  低酸素を呈するがん組織は、化学療法や、放射線治療に対して抵抗性を示し、
侵襲性や増殖能が旺盛で転移の確立が高く、予後も悪いことが報告されている。
2009年から18F-Fluoromisonidazole（FMISO）PETを臨床応用している。OSCC
内のHIF-1αの発現はFMISO-PETの集積と有意に関連していたが、FDG-PET
の集積とは関連していなかった（Sato J, Kitagawa Y, et al. J Nucl Med 2013）。
FMISO-PETの集積およびHIF-1αの発現と術前化学療法の組織学的効果判定に
は有意な関連が認められた（Sato J, Kitagawa Y, et al. Eur J Nucl Med 2014）。

招待講演2 6月3日（土） 13：15～14：00 会場（2F 中ホール）

顎口腔領域におけるPET診断と治療への応用

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
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3）顎骨骨髄炎におけるFDG-PETと3-phase骨シンチ
  MRONJ、ORN、DSO（SAPHO症候群）、odontogenic の4種類の骨髄炎にお
ける3-phase 骨シンチとFDG-PETの関係についても報告する。高気圧酸素療法
（HBO）の効果をPETでモニターできる可能性が示唆されている。

略 歴

1983年3月  東京医科歯科大学歯学部 卒業
1988年3月  東京医科歯科大学大学院歯学研究科 修了（第1口腔外科）
1988年4月  東京医科歯科大学歯学部附属病院 医員（第1口腔外科）
1988年10月 伊豆赤十字病院 歯科口腔外科 勤務
1989年4月  東京医科歯科大学歯学部附属病院 医員（第1口腔外科）
1990年5月  浜松医科大学医学部附属病院 歯科口腔外科 助手
1993年4月  福井医科大学医学部附属病院 歯科口腔外科 講師
2001年5月  米国ミシガン大学口腔顎顔面外科出張（2002年3月まで）
2004年7月  北海道大学大学院歯学研究科口腔診断内科（旧第1口腔外科） 教授
2016年4月  北海道大学病院 副病院長（歯科担当）

学会役職
日本口腔科学会 理事
日本口腔内科学会 理事
日本口腔診断学会 理事
日本口腔顎顔面外傷学会 理事長
日本歯科心身医学会 理事

著 書
1. 「口腔疾患電顕アトラス」永末書店、1996

2. 「臨床医のためのクリニカル PET」先端医療技術研究所、2001

3. 「クリニカル PET最前線」先端医療技術研究所、2004

4. 「消化器病学 基礎と臨床」西村書店、2013

5. 「口腔科学」朝倉書店、2013

6. 「口腔内科学」永末書店、2014
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略 歴

1975年 日本歯科大学歯学部 歯学科卒業
1985年‒1997年 日本歯科大学新潟歯学部 口腔外科学第2講座 助教授
1987年‒1989年 米国国立衛生研究所（NIH）, NIDR, Visiting Associate

1995年‒2000年 新潟大学歯学部 非常勤講師
1997年‒現在 日本歯科大学新潟生命歯学部 歯科放射線学講座 教授
2000年‒2014年 九州大学歯学部 非常勤講師
2006年1月 カリフォルニア大学ロサンゼルス校（UCLA）歯学部 客員教授
2010年‒2016年 広島大学歯学部 非常勤講師

主な委員歴
 日本歯科大学歯学会理事（Odontology編集長）、
日本歯科放射線学会常任理事、
日本画像医学会理事、
日本歯科医学会英文雑誌編集長（The Japanese Dental Science Review），
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, 

Associate Editor, Oral Science International , Member of the Editorial Board

受賞歴
2015年2月 第34回日本画像医学会 会長賞
2009年5月 特定非営利法人日本歯科放射線学会 学会賞（優秀論文賞）
2004年 ヨーロッパ核医学学会 最優秀論文賞、基礎部門
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大学卒業後、診断の重要性を鑑み歯科放射線学講座の大学院へ入学した所から骨粗
鬆症研究は始まった。当時の和田教授よりDEQCTによる顎骨骨密度測定法の開発
研究指示があったが、CT自体の意味もよく判らず、右往左往するのみであった。た
だ当時広島大学で唯一骨粗鬆症治療を行っていた産婦人科の大濱教授との出会いが自
身の研究を大きく左右することになった。大学院修了後、谷本教授のご高配によりワ
シントン大学口腔内科学講座歯科放射線学のHollender 教授の所へ留学したが、実際
の研究のボスは整形外科学講座准教授のBollen先生であった。彼女は骨吸収マーカー
尿中NTxの開発メンバーであったため、NTxの特性と測定法について教授頂いた。
NTxは私の帰国後に日本で認可され、現在世界中の日常診療で用いられている。
Hollender 教授から紹介された医学部代謝学講座のSusan Ott 教授からは、BP製剤
について基本から教授頂いた。Ott 教授は私が留学した年のLancet 論文（BP製剤
RCT）の著者であり、New Engl J Med等、多くの論文を出されているが、すでに
Atypical fracture の出現について言及されていた。Bollen 先生の御主人であった
Hujoel 先生（2007年ワシントン大学大学院入学時のMentor）は公衆衛生大学院教授
であり、研究立案法や統計学について多くを学んだ。Hollender 教授からも画像診断
については多くを学んだが、私のライフワークである「パノラマX線写真による骨
粗鬆症スクリーニング」研究を進めるための基礎は留学中に築かれたと思う。
帰国後は産婦人科の先生方と研究を行っていたが、もう1つの大きな転機が東幸仁
先生（現原爆放射線医科学研究所教授）との出会いであった。New Engl J Medに論
文が掲載された循環器専門医として紹介されたのが東教授であり、以降、循環器研究
班の一員として口腔と循環器との研究を進めていくことになった。今も共同研究は続
いているが、骨－血管－口腔の視点で循環器疾患のスクリーニング研究を進めている。
他に乳腺外科の片岡教授と乳癌スクリーニングについて、松本歯科大学へ赴任してか
らは信州大学整形外科の先生方と骨折スクリーニングについて、また本学歯周病科お
よび東教授とは口腔と痴呆との関連について検討を行っている。顎骨壊死については
Ott教授から学んだ多くの事が役に立っているが、日本骨代謝学会のポジションペー
パー策定にも関与することができた。国際骨粗鬆症財団カナダ代表のAdachi 教授
（マクマスター大学リウマチ学）により国際顎骨壊死タスクフォースへ推挙され、国
際コンセンサスペーパー策定にも関与させて頂いている。現在、骨粗鬆症を中心とし
多くの研究立案に参加させて頂いているが、歯科放射線学分野から見た多疾患の予防
医学の推進を今後も続け、後進を育てていければと思う。

花村信之メモリアルレクチャー1 6月4日（日） 10：50～11：35 会場（2F 中ホール）

予防医学の推進
―骨粗鬆症研究を中心として

田口 明
松本歯科大学歯学部 歯科放射線学講座
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略 歴

昭和63年 広島大学歯学部 卒業
平成4年 広島大学大学院博士課程修了、広島大学歯学部助手（歯科放射線学講座）
平成7年 広島大学病院 講師
平成8年 ワシントン大学（シアトル） 客員教授（平成9年まで）
平成18年 広島大学病院 診療准教授
平成20年 松本歯科大学歯科放射線学講座 教授
平成25年 東京大学医科学研究所 非常勤講師（平成29年まで）
平成29年 香港大学歯学部 名誉教授

資 格
 日本歯科放射線学会専門医・指導医、歯科医師臨床研修指導医、
死亡時画像診断研修修了医、臨床修練指導歯科医、等

所属学会
 日本歯科放射線学会、日本骨粗鬆症学会、日本骨代謝学会、日本画像医学会、
日本歯周病学会、国際歯顎顔面放射線学会、米国骨代謝学会、アジア骨粗鬆症学会連盟、
国際歯科研究学会、等

受賞歴
 日本歯科放射線学会賞優秀論文賞、第18回婦人科骨粗鬆症研究会奨励賞、
第11回日本骨粗鬆症学会研究奨励賞、りそな中小企業振興財団産学官連携特別賞、等

著書など
 Kajikawa et al. Cir J, in press； Yoneda et al., JBMM, in press；  

Nakamura et al., Bone Res, in press； Khan et al., JCD, in press；  

Kamimura et al., Osteoporos Int, 2017； Nakamura et al, Osteoporos Int, 

2017, Taguchi et al., Sci Rep, 2016； Kamimura et al, Sci Rep, 2016； 

Taguchi et al., CMRO, 2016； Taguchi et al, CTI, 2015； Khan et al., JBMR, 

2015, Mukaiyama et al., Tohoku J Exp Med, 2015
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私は昭和63年に歯学部を卒業して後、自治医科大学歯科口腔外科のレジデントさ
らに病院助手として勤務させていただきました。まさにその当時、MRI（当時は核磁
気共鳴画像検査と呼ばれていました）が世の中で認知され始めた時代であり、自治医
科大学にも初代MRI装置が導入され、臨床的に利用され始めた時代でした。私が初
めて見たMRI画像は顎関節の画像だったと記憶していますが、医学部・歯学部を問
わず、当時はまだ学生に対してMRIに関する講義など一切行われていない時代でし
たから、先輩歯科医師が首を捻りながら見ている顎関節の画像を横から覗き込みつつ、
何が映し出されているのか全然読影できず、黒く映っているのが皮質骨であると聞い
て「？？？」となったものでした。それだけの理由ではありませんが、その後画像診
断の重要性と知識不足を自覚した私は、放射線科の大学院へと進学し、歯科放射線科
医としての道を歩むこととなりました。
大学院生時代は、日本石油との共同研究でMRI診断精度評価用ファントムを開発し
ました。このファントムは商品化され、現在も市販されています。本研究の成果をほ
ぼ纏め終わった時点で、次世代のデジタルエックス線撮影装置の開発に参加するため、
visiting scientist として米国DuPont 社 Imaging System Research & Engineering
に参画し、fl at panel X-ray detector の開発に従事し、その成果について1998年の
歯科放射線学会総会においてモデレーターとしてシンポジウムを開催させていただき
報告しました。大学院卒業後は、現在の講座において、エックス線撮影やMRIに関
連するデジタル画像工学的研究や、実験用小動物における悪性腫瘍に対する治療効果
判定のための画像解析法に関する研究などを行ってまいりました。
それらの研究を進めると同時に、臨床の現場においては日々放射線治療と画像診断
に従事してきました。226Ra 針や198Auグレインによる密封小線源治療を含め、これ
まで220名余りの患者さんに対して放射線治療を施行してきましたが、本学では現在
新病院の建設が進められており、本学における放射線治療の歴史は本年7月をもって
幕を下ろすことになりました。
また、教育面におきましては、2014年より総合教育部、教学部両部局の部長を拝
命し、現在学部教育の充実と改善に日々粉骨砕身しております。本学では大掛かりな
教育改革を実行中ですが、1年間を5ステージ（学期）とし、従来の旧科目を廃止して
系統的に新規のモジュールとして再構成しました。成績評価にも三項目評価が導入さ
れています。
今回のメモリアルレクチャーでは、私がこれまで歩んできたそれらの29年間に渡
る歯科放射線科医としての活動軌跡の一端を紹介させていただき、将来の歯科放射線

花村信之メモリアルレクチャー2 6月4日（日） 11：40～12：25 会場（2F 中ホール）

研究・患者・学生とともに歩む
歯科放射線科医としての29年間の軌跡

櫻井 孝
神奈川歯科大学 顎顔面病態診断治療学講座
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学界を支える若い先生の人材不足が心配される中、少しでも後進の先生方の参考にし
ていただければ幸いと思慮しております。

略 歴

1988年 東北歯科大学歯学部 卒業
1988年 自治医科大学歯科口腔外科学臨床 助手
1993年  DuPont社 Imaging System Research & Engineering visiting 

scientist

1995年 神奈川歯科大学大学院歯学研究科 卒業・歯科放射線学教室 助手
1998年 神奈川歯科大学歯科放射線学教室 講師
2002年 神奈川歯科大学歯科放射線学教室 助教授
2004年 奥羽大学歯学部 非常勤講師
2012年 神奈川歯科大学大学院放射線応用科学講座 教授
2012年 神奈川歯科大学附属病院 副病院長
2014年 神奈川歯科大学総合教育部 部長・教学部 部長
2015年 横須賀学院科学教育センター 運営指導員

資 格
日本歯科放射線学会認定医・専門医・指導医
日本ハイパーサーミア学会認定医・指導医

所属学会
 日本歯科放射線学会、日本ハイパーサーミア学会、日本顎関節学会、 
日本歯科教育学会、日本総合歯科学会、日本接着歯学会、等

受賞歴
1997年  Award of Technology Assessments, The 11th Congress of 

International Association of Dento-Maxillo-Facial Radiology

2007年 日本歯科放射線学会安藤正一賞、等

著 書
新歯科放射線学、医学情報社、2008年
歯科放射線学（第5版）、医歯薬出版株式会社、2013年、等
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シンポジウム 6月3日（土） 15：10～16：30 会場（2F 中ホール）

口腔領域癌に対する放射線治療の最前線

咽頭がんに対する化学放射線療法の寄与は、既に外科療法を凌駕した感がある。唾
液腺障害が大きな問題であったが、それも強度変調放射線治療（IMRT）の導入によっ
て克服されつつある。一方、同じ頭頸部がんでありながら口腔がんに対しては機能温
存が強く叫ばれながら、いまだ外科療法が主体となっている。その主な原因として、
顎骨が近接しているという解剖学的な要因に加え、腫瘍自体が咽頭がんよりも放射線
抵抗性であること等があげられる。本邦におけるガイドラインでは、早期原発巣に対
する小線源治療と、頸部郭清後の高リスク症例に対する術後照射が主な適応になって
いるにすぎないのが現状である。

近年、放射線治療技術の進歩はめざましく、IMRTや体幹部定位照射等の高精度
放射線治療は世界的に普及しつつあり、陽子線治療や重粒子線治療、ホウ素中性子捕
捉療法も特に本邦において多くの施設が稼動し、我が国は世界をリードしている。今
後、こうした最先端の放射線治療法が、口腔がんにも適用されると推測される。さら
に、ゲノム情報の利用によってPrecision Medicine としての医療体系が確立し、放
射線治療の種々のモダリティーの選択にも利用される時代が到来するかもしれない。

本シンポジウムでは、本学会員の歯科医師で、こうした最先端の放射線治療に取り
組んでおられる若手の先生方、そして口腔がん原発巣の治療法として小線源治療の有
効性を確固たるものとしてそのエビデンスの構築に尽力してこられた熟練の先生方に、
それぞれの立場から口腔がんに対する適応、治療法の特徴、今後の展望についてお話
し頂く。歯科医師としてこの領域にどのように貢献できるかについて議論したい。

三浦 雅彦
東京医科歯科大学 口腔放射線腫瘍学分野

座 長
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略 歴

1987年3月  東北大学歯学部歯学科 卒業
1991年3月  東京医科歯科大学大学院歯学研究科 博士課程修了
1992年4月   日本学術振興会海外特別研究員 

米国 Thomas Jefferson University

1995年3月  東京医科歯科大学歯学部歯科 放射線学講座 助手
2000年4月   東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 分子診断・治療学分野 

助教授
2006年4月  口腔放射線腫瘍学分野 助教授（分野名変更）
2008年9月  口腔放射線腫瘍学分野 教授

所属学会
 日本歯科放射線学会、日本口腔腫瘍学会、日本放射線腫瘍学会、RRS、ASTRO、
ESTRO

受賞歴
放射線影響協会奨励賞 1997年
日本放射線影響学会奨励賞 1998年
国際癌治療増感研究協会研究奨励賞 2002年
放射線影響協会御園生賞 2006年

著 書 
 口腔科学（朝倉出版） 2013年
第5版歯科放射線学（医歯薬出版） 2013年
新版放射線医科学（医療科学社） 2016年



― 40 ―

歯科放射線 57巻 増刊号

シンポジウム 6月3日（土） 15：10～16：30 会場（2F 中ホール）

頭頸部がんに対する重粒子線治療と歯科医師の役割

1. 特徴
  重粒子線にはX線や陽子線と異なる物理的あるいは生物学的な特性がある。X
線は人体を透過してしまうのに対して、粒子線は任意の深さで止めることが可能
で、さらに停止直前に線量が最大となるブラッグピークを形成し、その遠位側で
急峻に減衰する特徴がある。また同じブラッグピークを持つ陽子線と比べ周囲へ
の散乱が少ないため、よりシャープな線量分布が得られる。これらの物理学的特
性から、X線や陽子線と比較して優れた線量集中性を示し、正常臓器への被ばく
線量低下により副作用を低減できる。また、生物学的特性として重粒子線はX線
や陽子線と比較して、より強力なDNA損傷作用を有するため、放射線抵抗性の腫
瘍に対して有効とされている。

2. 適応
  頭頸部がんに対する標準治療は外科療法である。一方で根治切除が困難な局所
進行症例や手術拒否症例に対しては、放射線治療が適応となる。頭頸部領域の悪
性固形腫瘍で最も多い組織型は扁平上皮癌であるが、扁平上皮癌はX線に対する
感受性が比較的良好であり、また近年では化学療法を併用した化学放射線治療に
よりその治療成績は大きく向上している。一方、X線治療や化学療法に対して抵
抗性である腺様嚢胞癌や腺癌、粘膜悪性黒色腫、肉腫といった非扁平上皮癌は、X
線治療で根治は難しいとされており、重粒子線治療が良い適応となる可能性があ
る。現在、重粒子線治療施設は国内に5施設あり、これまで1万人以上の患者を治
療している。頭頸部がんは約10%を占め、これまで有効な治療法がなかった切除
不能の頭頸部非扁平上皮癌に対して良好な成績を示しており、粘膜悪性黒色腫お
よび腺様嚢胞癌の5年局所制御率、全生存率はそれぞれ84%, 35%および74%, 
72%であった。2016年には頭頸部領域で骨軟部腫瘍症例が保険適応となり、その
他の組織型でも保険収載を目指している。重粒子線治療技術の進歩は目覚ましく、
世界初の小型回転ガントリーの導入により、さらに優れた線量集中性が得られる。
頭頸部領域にはさまざまな重要臓器が存在するため、有害事象の低減が期待され
ている。

3. 歯科医師の役割
  頭頸部がん患者に対する重粒子線治療では、口腔内金属が重粒子線の飛程に誤
差を生む原因となり治療の妨げとなる。そのため、治療計画前に口腔内金属を外し、

伊川 裕明
放射線医学総合研究所病院

S-1
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非金属素材で再補綴を行う必要がある。そして照射中の顎位の安定やスペーサー
を目的としたマウスピースの作成を行う。金属除去やマウスピース作成は治療計
画前に行うため、腫瘍の局在部位や進展範囲、重粒子線の入射方向や照射野など
を事前に考慮し、症例に応じて対応する必要がある。照射中は粘膜炎が出現し、
口腔ケアの介入が必要となる。照射後は口腔乾燥や顎骨壊死など様々な晩期有害
反応への対応が求められる。このように、放射線医学総合研究所病院では頭頸部
がん患者に対して、医科歯科連携して重粒子線治療を行っている。

略 歴

平成19年 東京歯科大学歯学部 卒業
平成24年 東京歯科大学大学院 修了
平成24年 放射線医学総合研究所 重粒子医科学センター病院
平成28年 放射線医学総合研究所病院

資 格
歯学博士
日本口腔外科学会認定医
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シンポジウム 6月3日（土） 15：10～16：30 会場（2F 中ホール）

口腔癌に対する陽子線治療の実際と今後の展望について

口腔癌は90%以上が扁平上皮癌（SCC）である。2016年からの陽子線治療統一プロ
トコールにおいて、頭頸部SCCについてはリスク臓器への線量低減が困難な場合に
適応とされている。しかし、SCCにおける陽子線のX線に対する優位性についての
エビデンスが不足しており、顎骨障害や粘膜炎などのリスクから口腔SCCは粒子線
治療の良い適応ではないとされる傾向がある。もともと舌などの可動性の臓器に高精
度照射は向かない。外照射における有害事象も考慮し、早期癌では手術か小線源治療
が推奨される。また、進行口腔癌に対する放射線単独での制御は期待できず、標準治
療はやはり手術とされ、放射線治療は補助療法に位置付けられている。手術困難例・
拒否例に対する治療は動注を含めた化学放射線療法が選択されることもある。現在、
口腔癌における陽子線治療の良い適応は、X線感受性の乏しい非扁平上皮癌及びリ
スク臓器の回避できない症例や再発例とされている。
陽子線は炭素線と同様に特有のBragg Peakを有し、X線治療に比べ線量分布の集
中性から腫瘍に十分な線量を投与でき局所制御の改善と障害の軽減が期待できる。ま
た、X線抵抗性の腫瘍にも効果が期待される。しかし、炭素線が高LETで生物学的
効果比（RBE）が2～3とされるのに対し、陽子線は低LETでRBEは1.1であり、X
線との生物学的効果の差は少ないと考えられる。最近のX線治療の技術上の進歩から
陽子線治療の役割を問う声が起こることは当然であろう。しかし、実際のDVH解析
からは、正常組織に対する陽子線の分布の有意性は明らかである。特に、口腔におい
ては IMRTでも低線量域の散らばりやhot spot により味覚障害や粘膜炎の範囲が拡
大するため患者の苦痛は比較的大きい。また、非SCCに対する陽子線治療の効果は
RBEによらず示されており、X線との線質の違いの重要性がある。炭素線はRBE・
OER・線量分布のシャープさについても陽子線より優れており、このことが多くの放
射線腫瘍医が炭素線治療を推す理論的な根拠になっている。しかし、口腔周囲正常組
織には直列臓器が多く、腫瘍に対するRBEが高値でも隣接組織のRBEも高値となる。
RBEと1回線量の高さから重粒子線治療が口腔癌にもたらす障害は陽子線より大きい
と予想される。RBE・OERの数値のみから優劣を論じるのは危険である。
口腔癌に対する陽子線治療の適応は上記の通りであり、特に肉腫については炭素線
に分があると考えられる。口腔SCC新鮮例には IMRTが推奨される流れとなってい
る。陽子線治療では IMRTよりも口腔粘膜炎や歯牙への照射線量は限局的となりメ
リットのあるケースも多いが、治療効果については大きな差がないという現在の見解
である。口腔癌に対する陽子線治療の有意性を論ずるにはエビデンスが必須である。
しかし、現在日本においては口腔癌陽子線治療の前向きの大規模臨床試験を行うこと
は困難な状況であり、海外からの臨床報告に期待されるのが現状である。

髙山 香名子
南東北がん陽子線治療センター
総合南東北病院 放射線治療科 医長

S-2
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略 歴

1999年3月  東京大学医学部健康科学・看護学科 卒業
2001年3月  東京大学大学院医学系研究科修士課程修了 修士（保健学）
2008年3月  東京医科歯科大学歯学部歯学科 卒業
2008年4月  東京医科歯科大学歯学部附属病院 研修医
2009年4月  財団法人脳神経疾患研究所附属 南東北がん陽子線治療センター 医員
2014年4月  横浜市立大学附属病院 歯科・口腔外科・矯正歯科 指導診療医
2016年3月  横浜市立大学大学院医学研究科 博士課程修了 博士（医学）
2016年4月   財団法人脳神経疾患研究所附属 南東北がん陽子線治療センター

／総合南東北病院放射線治療科 医長
横浜市立大学大学院 顎顔面口腔機能制御学 客員研究員

資 格 
歯科放射線認定医、口腔放射線腫瘍認定医、口腔外科認定医

所属学会 
 日本放射線腫瘍学会、日本頭頸部癌学会、日本口腔腫瘍学会、日本歯科放射線学会
日本口腔外科学会、日本医学物理学会

受賞歴 
 Pirticle Therapy Co-Operative Group（PTCOG：粒子線治療研究会），
poster award, 2010. ”The initial experience of proton therapy combined with 

selective intra-arterial infusion chemotherapy for locally advanced tongue 

cancer”. 

著書など 
 粒子線治療－動注併用陽子線治療： 進行舌がんを中心に，INNERVISION 2011；26

（3）： 30-33.

 頭頸部癌治療の今 粒子線治療の役割，Pharma Medical，メディカルレビュー社，
2011；29（7）： 49-52.

 進行舌癌に対する動注化学療法併用陽子線治療の経験，頭頸部癌 2011；37（1）36-41.

 その他の口腔癌，口腔癌，臨床放射線腫瘍学，南江堂，日本放射線腫瘍学会，2012年，
p254-258.

 舌以外の口腔癌，放射線治療計画ガイドライン2012，金原出版，日本放射線腫瘍学会，
2012年，p82-86.

 Radiotherapy, Oral Cancer： Diagnosis and Therapy p285-306, （Kirita T, 

Omura K eds.）Springer Japan 2015.

 Treatment results of alternating chemoradiotherapy followed by proton 

beam therapy boost combined with intra-arterial infusion chemotherapy for 

stage III-IVB tongue cancer. J Cancer Res Clin Oncol. 2016；142（3）： 659-

667.

 舌以外の口腔癌，放射線治療計画ガイドライン2016，金原出版，日本放射線腫瘍学会，
2016年，p91-96.
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略 歴

2008年3月  東京医科歯科大学歯学部歯学科 卒業
2008年4月  東京医科歯科大学歯学部附属病院 歯科研修医
2008年10月 山梨県立中央病院 研修歯科医
2012年3月  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 修了
2012年4月  東京医科歯科大学歯学部附属病院 医員
2013年4月  日本学術振興会特別研究員 PD

2013年9月  東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 口腔放射線腫瘍学分野 助教

資 格 
日本歯科放射線学会 歯科放射線認定医
口腔放射線腫瘍認定医

所属学会
 日本歯科放射線学会
日本放射線腫瘍学会
日本放射線影響学会
日本口腔腫瘍学会
口腔病学会

受賞歴
2016年6月   日本歯科放射線学会優秀論文賞
2015年5月   15th International Congress of Radiation Research, Excellent 

Poster Award

2014年10月  日本放射線影響学会第57回大会、最優秀発表賞（ポスター発表部門）
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シンポジウム 6月3日（土） 15：10～16：30 会場（2F 中ホール）

舌癌に対する高線量率小線源治療

小線源を用いた組織内照射法による放射線治療では、小線源を腫瘍内に留置し放射
線照射を行うが、最大の特長は腫瘍への線量集中性である。
本講演では、舌癌に対する高線量率小線源を用いた遠隔操作式の組織内照射法によ
る放射線治療を紹介し、低線量率小線源治療と比較しながら、その適応と今後の展望
を述べる。
【高線量率小線源治療の概要】 高線量率小線源治療では、病巣内にアプリケータを設
置し、遠隔操作によって高線量率の小線源を、腫瘍内（アプリケータ内）に移送し、
適切な部位に適切な時間留置して放射線照射を行う。
【舌癌に対する高線量率小線源治療の主な手技】 まず舌癌病巣内にアプリケータを挿
入する。次に、挿入したアプリケータの位置をCTで把握し、MRIでの腫瘍の位置
と照合しながら、インバースプランニングにて、小線源の停留点とその点における滞
留時間を決定する。そして、1回6 Gyの照射を10回、5日間で行い、最後にアプリ
ケータを抜去する。
【治療法の特徴】 本法を低線量率小線源治療と比較した際の特長として、
1）任意形状の線量分布の作成が可能であること
2）任意の形状と大きさの腫瘍に対応できること
3）1回の照射時間が短いこと
4） 照射時間以外は、患者は一般病棟で過ごすことが可能であること（RI病棟の設置
は不要）

5）術者の被曝が無いこと
などが挙げられる。
一方、本法の欠点は、1）侵襲性が高いこと、2）麻酔量が多いことの他、機器が高
額であることなどが挙げられる。
【適応症例】 任意の形状と大きさの腫瘍に対応できることから、舌癌ではT1-
3N0M0を適応としているが、N1で頸部郭清術までのタイミングが合えば、本法を
先行することもある。舌癌以外では、頬粘膜癌や口底癌にも適応があるが、歯肉癌に
は行わない。
【治療成績】 これまでに本学で行った本法による局所制御率について、T1-2舌癌で
87%（5年）、T3舌癌では71%（5年）と報告した。
【今後の展望】 最近では外部照射において IGRT（画像誘導放射線治療）の重要性が増
している。外部照射法では、照射時に計画時との腫瘍の位置の差異を考慮しなければ
ならないが、IGRTではPTVマージンを最小化することができる。小線源治療にお

村上 秀明
大阪大学大学院歯学研究科 歯科放射線学教室

S-4
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いても画像誘導という言葉が使われ始めたが、これは画像を用いてより正確な小線源
治療を行おうとするものである。
腫瘍に対してアプリケータを最適に配置することが高線量率小線源治療では最も重
要な手技であるが、腫瘍の位置の把握は触診によるところが大きい。しかしながら、
大きな腫瘍では深部を触診することが不可能な場合もあり、MRIが術前と治療計画
時に必須となる。さらには、リアルタイムの画像誘導としてアプリケータ挿入時の超
音波検査の併用、刺入直後のMRI撮像、PETなどの機能画像の結果による線量分布
の改訂などが今後の舌癌の高線量率小線源治療の課題として挙げられる。

略 歴

昭和63年3月 大阪大学歯学部 卒業
平成4年3月 大阪大学大学院歯学研究科博士課程 修了
平成6年7月 大阪大学歯学部歯科放射線学講座 助手
平成9年3月 文部省在外研究員（甲種・長期）（～平成9年12月まで）
平成9年3月 UCLA 客員研究員
平成9年5月 コペンハーゲン大学 客員教授
平成10年6月 大阪大学歯学部附属病院歯科放射線科 講師
平成12年1月 大阪大学歯学部歯科放射線学講座 助教授
平成12年4月 大阪大学大学院歯学研究科歯科放射線学教室 准教授（～現在まで）
平成12年4月 大阪大学医学部附属病院放射線治療科 准教授 兼任（～現在まで）
平成13年4月 大阪大学ラジオアイソトープセンター 准教授 兼任（～現在まで）
平成19年4月 大阪大学臨床医工学センター 准教授 兼任（～現在まで）
平成21年2月 コペンハーゲン大学 招聘教授（～現在まで）

主な所属学会
日本歯科放射線学会（理事）、日本放射線腫瘍学会（代議員）、大阪大学歯学会（評議員）

主な受賞
平成25年10月 大阪大学総長表彰
平成27年6月 日本歯科放射線学会・優秀ポスター賞

主な著書
放射線治療学 改訂第6版 南山堂
歯科医学の基礎 第3版 永末書店
生命歯科医学のカッティングエッジ 大阪大学出版会
やさしい口腔検査診断学 永末書店
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口腔領域癌に対する放射線治療の最前線
―低線量率小線源治療―

低線量率小線源治療は1934年のラジウム針を使ったManchester 法の確立以降、
長く口腔癌の根治治療の中心として用いられてきた。1981年のラジウムの廃棄勧告
後、一時セシウム針が代用線源として用いられたが、これも製造中止となり、現在で
はイリジウム線源が用いられている。我が国では他に放射線金粒子も用いられている。
低線量率小線源治療は、病変部に複数刺入した放射線源によって形成される高線領
域内に腫瘍を包含することにより根治線量を遥かに超える線量を腫瘍に投与する方法
であり、手術に匹敵する高い局所制御を得ることが出来る。しかし、100時間前後の
刺入となるため、患者の苦痛はもとより、遮蔽病室での管理などスタッフの負担が生
じる。同時に、術者やスタッフの被曝はラジウムに比べて大幅に減少したとはいえ、
なくなっている訳ではない。
一般に、低線量率小線源治療の適応となる病変は相対的に小さなT1、2の腫瘍と
される。使用時の放射能や保有線源数によってはより大きな腫瘍も治療対象となり、
事前の化学療法や外部照射によって縮小した腫瘍も対象となる。頸部リンパ節転移に
ついてはN0症例が望ましいが、N+症例であっても舌の温存の希望があれば頸部廓
清直前に小線源治療を行うことも可能である。後発頸部リンパ節転移に対しては
wait and see policy がとられる。
小線源治療単独の場合、70Gyという線量が腫瘍に投与されるが、線源位置と腫瘍
の関係、すなわち、線量分布の中にどのように腫瘍が位置しているかの情報なしに、
概念的に設定されていた。超音波画像を用いると腫瘍と線源との位置関係を明らかに
でき、腫瘍を十分囲むように線量を確実に投与することが可能となる。これによって、
5年局所制御率をT1で約94%、T2で約88%とそれぞれ5～6%向上できた。5年原
病生存率はT1で100%と向上したが、T2では約81%と過去の成績と同等であった。
有害事象のひとつである放射線骨壊死は spacer の使用によってすでに1990年代にほ
ぼなくすことが出来ている。Spacer の厚みや遮蔽用の金属の厚みによって下顎骨表
面の線量を計算上求めることが可能なので術後照射や歯科治療が必要となった場合で
も顎骨の侵襲の可能性を予測することもできる。
低線量率小線源治療は、イリジウム線源を十分に使いこなせなかった歴史、術者や
スタッフの被曝や病棟管理の負担、線源供給の手間、治療に伴うコストの安さ、再建
手術との競合、など多くの理由から実施施設が減少している。しかし、切除を伴わず
機能を温存でき、安定して高い制御率を得ることができることは非常に大きな長所で
あり、腫瘍サイズにもよるが手術拒否や全身麻酔が困難な場合など、高齢化や個人の
ニーズに対応できる利点もあるので、選択肢として維持されていくべき治療法である
ことに変わりはない。

藤田 實
広島大学医歯薬保健学研究院 歯科放射線学研究室
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略 歴 

1978年3月   広島大学歯学部歯学科 卒業
1978年10月  広島大学歯学部附属病院 助手
1987年3月   歯学博士（広島大学）
1987年6月   広島大学歯学部附属病院 講師
1996年5月   広島大学歯学部 助教授
2004年4月   広島大学大学院医歯薬学総合研究科 助教授
2007年4月   広島大学大学院医歯薬学総合研究科 准教授
2016年4月   広島大学学術院医歯薬保健学研究院 准教授

所属学会 
 日本歯科放射線学会、IADMFR、日本放射線腫瘍学会、日本頭頸部癌学会、
日本医学放射線学会
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ランチョンセミナー1 6月3日（土） 12：20～13：05 会場（4F 大研修室 第3）

“ 歯科用コーンビームCTの臨床利用指針（案）
NPO日本歯科放射線学会編 ”について

新井 嘉則
ガイドライン委員会委員（日本大学歯学部）

共催：株式会社モリタ

歯科用コーンビームCTは2000年に薬事承認を得て、2012年には国民健康保険に
採用され広く普及してきている。この検査装置は歯科領域の硬組織を3次元的に観察
し診断することを可能とした画期的なものであった。
放射線画像診断装置の運用は国際放射線防護委員会（ICRP）のALARA（as low as 
reasonably achievable）の原則に従いX線画像検査の正当化と最適化を行い、歯科
用コーンビームCTによる被曝線量によるリスクをできるだけ低くし、そこから得ら
れる有効な診断情報を極大にして、効率的な運用をすることで国民の健康に貢献しな
ければならないことはいうまでもないところである。
また、我が国は国民皆保険制度のもと、先端的な医療が広く普及することが求めら
れている。同時に、限られた人的・物理的資源と予算を効率良く使用し、しいては社
会コストを低減し、安価で安心な医療を提供することが求められている。2025年に
は “いわいる団塊の世代 ”が後期高齢者となり、我が国の高齢化も一つのピークを迎
え、それに耐えうる包括的な医療連携が求められている。
そのような中で、The SEDENTEXCT project（www.sedentexct.eu）などからい
くつかのガイドラインがすでに発表させている。しかしながら、我が国独自の国民皆
保険制度や、諸外国に比較して医科用のCT・MRI・USなど他の画像診断器機が幅
広く普及しているなどの社会環境の相違を踏まえ、NPO日本歯科放射線学会のガイ
ドライン委員会が我が国に即した “歯科用コーンビームCTの臨床利用指針（案）”の
原案を編纂中である。本講演では、それを紹介し広くご意見・ご批判をいただきブ
ラッシュアップをしていきたい。
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略 歴 

1988年 日本大学歯学部大学院 卒業
2004年 松本歯科大学大学院 硬組織疾患制御再建学講座 教授
2008年 日本大学歯学部 特任教授

役 職
日本歯科放射線学会指導医・専門医・理事
日本口腔インプラント学会基礎系指導医

賞
2000年 歯科放射線学会特別賞
2003年 科学技術政策担当大臣賞
2007年 文部科学大臣発明奨励賞
2016年 京都発明協会会長賞

 この間、デジタルパノラマ装置の開発、歯科用CBCTの開発および
実験動物用マイクロCTの開発を行った。

著 書
歯科用コーンビームCT徹底活用ガイド クインテッセンス 2008

15ステップで活用しよう 歯科用CTの完全活用 医歯薬出版 2009

症例でみる歯科用CTの三次元診断 ―ここが読像のポイントだ！― 砂書房2012
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ランチョンセミナー2 6月4日（日） 12：35～13：20 会場（4F 大研修室 第3）

身近になったデジタルインプラントデンティストリー
～画像診断だけではないCTの使い方～

下田 徹
オパールデンタルクリニック 院長

共催：デンツプライシロナ株式会社

『歯科三種の神器』と呼ばれるマイクロスコープ、CT、CAD/CAMはこれからの
歯科臨床に必要不可欠になると言われている。特にCTとCAD/CAMといったデジ
タル機器の進化には目を見張るものがある。
昨今のCBCTの普及により日常歯科臨床における画像診断の精度は格段に向上し
た。CBCTの進化はその高画質化により診断精度の向上に寄与することだけではな
く、CAD/CAMとの連携によりインプラント治療に大きな変革をもたらしている。
インプラント治療においてCTによる画像診断は当然行われるべきものであり、埋
入の画像シミュレーションはこれまでも行われてきた。しかしながら実際の埋入は昔
ながらのマニュアル手術でなされることが未だ多くの症例で行われているのが現実で
ある。私は2006年よりコンピューターガイデッドサージェリーによる正確なインプ
ラント手術に努めてきたが、当初は患者の顎骨のCTのDICOMデータと診断用ワッ
クスアップからコピーしたラジオグラフィックガイドのDICOMデータをシミュレー
ションソフトに取り込み、埋入ポジションを決定したのちデータをメーカーへ送信し
て手術用のガイドを作製する方法しかなかった。その作業は手間と時間と費用がかか
るものであり、ガイデッドサージェリーが普及しきれない一因でもあった。
一方で、CAD/CAMの進化は著しく、セレックは院内で完結するCAD/CAMシ
ステムとして長い歴史を有している。特筆すべきはバーチャルでのデジタルワックス
アップであり、セレックのソフトウェアが自動的に提案してくる歯冠形態は修正が必
要ないことが多い。さらにデジタルワックスアップのデータを出力し、CTの
DICOMデータと融合することにより、骨、歯肉、残存歯と欠損部ワックスアップの
形態を一元的に視覚化ができ、セレックで手術用ガイドを院内で1時間以内に削り出
すことが可能となった。
このように院内で容易に作製できる手術用ガイドにより意図した位置への埋入が極
めて小さな誤差で埋入ができるようになった今、上部構造のマテリアル選択や設計、
ソフトティッシュマネージメントがより重要となってきている。本セミナーではコン
ピューターガイデッドサージェリーの有用性とCTとセレックとの連携、さらにセ
レックを用いた上部構造の作製など日常化したデジタルインプラントデンティスト
リーについて講演したいと思う。
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略 歴

1995年  鹿児島大学歯学部 卒業
鹿児島大学歯学部第一口腔外科 入局

1994年  鹿児島大学附属病院歯科麻酔科 文部教官助手
2000年  国立療養所星塚敬愛園歯科 厚生労働技官
2001年  国立都城病院歯科口腔外科併任
2005年  国立療養所星塚敬愛園歯科 厚生労働技官歯科医長
2006年  オパールデンタルクリニック（兵庫県尼崎市） 開業

所属学会およびスタディーグループ
 日本口腔インプラント学会、日本口腔外科学会、日本摂食嚥下リハビリテーション学会、
福岡 SJCD理事、OJ（正会員）、ノーベルバイオケア公認インストラクター、他
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臨床的に経過観察となった不透過性病変に
関する考察

○荒木 正夫1）3）、出澤 幸1）3）、小日向 清美1）、 
本田 和也1）3）、田中 孝佳2）4）、金子 忠良2）4）

1）日本大学歯学部 歯科放射線学講座、2）同 口腔外科学講座、 
3）同 総合歯学研究所 高度先端医療部門、 
4）同 総合歯学研究所 生体防御部門

Discussion about follow-up radiopaque cases 
clinically

○Masao Araki1）3）, Kou Dezawa1）3）, Kiyomi Kohinata1）, 
Kazuya Honda1）3）, Takayoshi Tanaka2）4）,  
Tadayoshi Kaneko2）4）

1）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Nihon 
University School of Dentistry, 2）Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Nihon University School of Dentistry, 
3）Division of Advanced Dental Treatment, Dental Research 
Center, Nihon University School of Dentistry, 4）Division of 
Immunology and Pathobiology, Dental Research Center, Nihon 
University School of Dentistry

【初めに】 顎骨領域に発現する不透過病変は、透過性
病変と比べて骨膨隆を示すものがあるが悪性腫瘍を除
いて急激な変化を示すものは少ない。また、炎症性の
変化から骨に改造が増して広がるものも、疼痛などの
所見から早く変化を確認でき対応できる。無痛性で骨
膨隆の少ない不透過性病変は、歯牙腫、異形成病変そ
して硬化性骨髄炎に入る病変群がある。今回このよう
な病変群の中で、長期的に経過観察を行っている症例
があり紹介したい。
【症例1】 60歳女性、右側の下顎の違和感で来院。
2-3週間前に腫れているような気がしたため某歯科受
診。外傷の既往はみられない。患者はビスフォスネ－
ト製剤の服用がある。パノラマX線像では47-43に
ブリッジがみられ、そのポンテック直下に下顎下縁付
近まで骨硬化像を形成し内部に45, 44の埋伏歯が存在
していた。CT像では骨膨隆像をわずかに示す均一な
骨硬化像として確認できた。
【症例2】 35歳女性、某病院歯科口腔外科から右側下
顎部の不透過像の精査加療で紹介来院した。現在同部
分に自覚症状はみられない。初診時のパノラマ像では
右側下顎46と45を離開させ、歯槽頂縁から下顎管上
方まで不透過像を認めた。CT像では硬組織内部に低
密度像を形成し、さらに円形の高密度像を散在性に形
成した所見がみられた。骨と腫瘍シンチ像で集積像を
認めた。今回、患者の8歳から11歳時のパノラマX
線写真があり、それらも紹介する。

O-01
上唇に発生した腺房細胞癌の1例
～画像所見と文献的考察を加えて～

○花澤 智美1）、松田 幸子1）、関 健次1）、木村 幸紀1）、
入江 太朗2）、美島 健二2）、荒木 和之1）

1）昭和大学歯学部 口腔病態診断科学講座 放射線医学部門、 
2）同 口腔病理学部門

Acinic cell carcinoma arising in mucosal surface of 
upper lip：A case and A review of the literature

○Tomomi Hanazawa1）, Yukiko Matsuda1）, Kenji Seki1）, 
Yukinori Kimura1）, Tarou Irie2）, Kenji Mishima2）, 
Kazuyuki Araki1）

1）Division of Radiology, Department of Oral Diagnostic 
Sciences. Showa University School of Dentistry,  
2）Division of Pathology, Department of Oral Diagnostic 
Sciences Showa University School of Dentistry

腺房細胞癌（以下ACC）は、主に耳下腺に生じる唾
液腺悪性腫瘍で、小唾液腺由来の症例は稀である。今
回、上唇のACCを経験したので、その概要と画像所
見に文献的考察を加えて報告する。症例は44歳男性。
初診の約2か月前に、左側上唇部の腫瘤を自覚し、増
大傾向のため受診した。腫瘤は約20 ㎜大で弾性硬、
表面粘膜は正常、造影CTで、境界明瞭で内部に低濃
度領域を伴う腫瘤として見られ、MRIでは、T1で筋
と同等度、T2で内部不均一な高信号を示す境界ほぼ
明瞭な腫瘤として描出された。Dynamic MRI では、
辺縁で強く、内部で淡い不均一な増強効果を認め、急
増漸減型を示した。なお、左側口輪筋に増強効果が見
られ、浸潤が疑われた。術中所見では、周囲組織とは
被膜で隔てられていたが、病理では一部に被膜内外へ
の浸潤が認められた。術後1年経過、再発や転移を疑
う所見はない。文献上、本邦の唾液腺由来のACCの
画像所見では、CTで境界ほぼ明瞭な充実性腫瘤で、
内部に不整な低濃度領域を伴うことが多く、造影効果
は比較的弱く、MRI の T1で低信号、T2で高信号、
内部不均一な造影効果を見る例が多かった。本症例も
ほぼ同様の所見であった。CTや単純MRIでは良性
あるいは低悪性度の所見を示すことが多いが、
dynamic MRIでは急増漸減型を示し、悪性腫瘍の特
徴を有しており、dynamic MRIが診断に有用である
事が示唆された。
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頬部に発生した乳腺相似分泌癌の1例

○栗林 亜実1）、坂本 潤一郎1）、森田 圭一2）、 
栢森 高3）、鈴木 紀子1）、倉林 亨1）

1）東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野、 
2）同 顎顔面外科学分野、3）同 口腔病理学分野

A case of mammary analogue secretary carcinoma 
of the buccal mucosa

○Ami Kuribayashi1）, Junichiro Sakamoto1）,  
Keiichi Morita2）, Kou Kayamori3）, Noriko Suzuki1）,  
Tohru Kurabayashi1）

1）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Graduate 
School, Tokyo Medical and Dental University,  
2）Department of Maxillofacial Surgery, Graduate School, Tokyo 
Medical and Dental University,  
3）Department of Oral Pathology, Graduate School, Tokyo 
Medical and Dental University

【緒言】 乳腺相似分泌癌は近年新たに提唱され、乳腺
分泌癌と病理学的特徴が類似している唾液腺腫瘍であ
る。今回我々は頬部に発生した乳腺相似分泌癌の一例
を経験したので報告する。
【症例】 患者は59歳女性、左頬部のしこりを主訴とし
て本学歯学部附属病院口腔外科を受診した。臨床所見
は左頬部に3 ㎝ほどの軟性腫瘤を触知した。可動性が
あり、圧痛はなく、唾液の流出もなかった。頬粘膜腫
瘍を疑い、患者は造影MRI、造影CTおよび唾液腺
造影の検査を行った。造影MRIにおいて左頬部に咬
筋と接する境界明瞭な腫瘤を認めた。内部はT1WI
において筋より若干高い信号強度を示し、脂肪抑制
T2WIにおいて著明な高信号を示した。ADC値は約
2.5×10-3 ㎜2/s であった。ダイナミックMRIでは平
坦型を示し、造影剤による増強は認められなかった。
造影CTにおいて左頬部に境界概ね明瞭な軟部腫瘤が
認められ、内部はやや不均一で造影性の乏しい領域が
主体となっていた。腫瘤と左上顎大臼歯部歯槽突起～
上顎洞後壁は画像上接しているが腫瘍による骨吸収は
見られなかった。唾液腺造影ではステノン管及び耳下
腺に造影剤は入らず、腫瘤によるステノン管の障害を
疑った。以上の所見より左頬部非腫瘍性嚢胞または唾
液腺腫瘍が疑われ、左頬粘膜腫瘍摘出術が行われた。
現在経過観察中であり、再発は見られない。乳腺相似
分泌癌の画像所見についての報告例は少なくまれであ
るため、文献的考察を加えて報告する。

O-03
下顎骨骨炎が先行して発症した高安動脈炎の
1例

○小嶋 郁穂1）、阪本 真弥1）、飯久保 正弘1）、 
白井 剛志2）、大田 英揮3）、常陸 真3）、村田 隆紀3）、
明石 敏昭3）、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）同 医学研究科 血液免疫病学分野、 
3）東北大学病院 放射線診断科

A case of Takayasu's arteritis preceded by 
mandibular osteitis 

○Ikuho Kojima1）, Maya Sakamoto1）, Masahiro Iikubo1）, 
Tsuyoshi Shirai2）, Hideki Ota3）, Shin Hitachi3）,  
Takaki Murata3）, Toshiaki Akashi3）, Takashi Sasano1）

1）Department of Oral diagnosis, Tohoku University Graduate 
School of Dentistry,  
2）Department of Hematology and Rheumatology, Tohoku 
University Graduate School of Medicine,  
3）Department of Diagnostic Radiology, Tohoku University 
Hospital

高安動脈炎は大動脈やその基幹動脈に生じる原因不
明の大血管炎であり、患者の約9割は女性で15～35
歳に好発する。多くは発熱や全身倦怠感などの全身症
状と共に、高度の狭窄や閉塞を来した動脈の支配臓器
に特有の症状が出現する。今回我われは、下顎骨骨炎
を先行して発症し、後に高安動脈炎と診断し得た症例
を経験したので報告する。
症例は27歳女性。主訴：下顎右側の疼痛。既往歴：
特記事項なし。現病歴：初診の約1か月前から下顎右
側の大臼歯～下顎枝部の腫脹と疼痛を自覚し、症状の
消退と再発を繰り返していた。現症：右下6部の頬側
歯肉に骨様硬の腫脹を認めた。CT所見：下顎右側骨
体部～下顎枝にかけて、肥厚した頬側皮質骨に沿って
帯状の低吸収域が認められ、非常に稀な画像所見を呈
していた。造影MRI、骨シンチグラフィと合わせて
下顎骨骨炎が疑われたが、その原因と考えられる歯原
性疾患は認められなかった。下顎骨骨炎の診断のもと、
抗菌薬投与が開始され、症状は軽快した。初診から約
10か月後、左頸部痛が出現したため施行した造影CT
にて、左総頸動脈の全周性壁肥厚と内腔の広狭不整を
認め、高安動脈炎と診断した。
高安動脈炎と骨炎を合併した症例報告は過去に5例
あるが、胸骨や鎖骨、尺骨や脛骨など体幹部や四肢の
報告であり、下顎骨での報告は初めてである。
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Sonoelastographyを用いた軟組織硬さの 

評価に関する実験的研究：対象の前層に 

位置する構造の硬さと厚みの影響

○野澤 道仁、有地 淑子、木瀬 祥貴、福田 元気、
有地 榮一郎
愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座

Experimental study on soft tissue hardness using 
sonoelastography：Infl uence of the hardness and 
thickness of the anterior layers on the hardness of 
the target phantom

○Michihito Nozawa, Yoshiko Ariji, Yoshitaka Kise,  
Motoki Fukuda, Eiichiro Ariji
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Aichi-Gakuin 
University School of Dentistry

【目的】 超音波エラストグラフィは組織の硬さの情報
を画像に表示するもので、圧迫方法により strain 
elastography（以下SE）と shear-wave elastography
（以下 SWE）に大別される。本研究では、この2種類
の方法を用いて、対象物の前面に存在する層の硬さや
厚みが対象物の硬さへ与える影響をファントムを用い
て検討した。
【方法】 40kPaの対象物を想定したファントム（以下
対象物）の前面に、硬さ（20kPa、60kPa、100kPa）
と厚み（5㎜、10㎜、20㎜）を変えたファントム（以下
前層）を配置し、SEと SWEを撮像した。SEでは
elasticity index ratio（以下 EI ratio）を、SWEでは
組織弾性（kPa）を計測した。計測は5名の歯科放射線
科医が行い、うち1名は2回行った。
【結果】 観察者間級内相関係数は0.701（SE）, 0.866
（SWE）であり、観察者内級内相関係数は0.798（SE）, 
0.858（SWE）であった。前層の厚みが増すと、SEで
は対象物のEI ratio が増加する傾向がみられた。同
様にSWEでも組織弾性は増加する傾向がみられた。
前層の硬さが増すと、SWEでは対象物の硬さが増加
する傾向がみられた。
【結論】 超音波 elastographyを用いた硬さ測定では、
前層の硬さや厚みが変化すると、対象物の硬さに影響
が出る可能性が考えられた。

O-05
ロボット支援下手術用小型術中用超音波 

プローブによる口腔内走査の試み

○小林 太一、曽我 麻里恵、坂井 幸子、新國 農、
勝良 剛詞、林 孝文
新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野

Intraoral sonography using small intraoperative 
ultrasound probe dedicated for robotic surgical 
system

○Taichi Kobayashi, Marie Soga, Sachiko Sakai,  
Yutaka Nikkuni, Kouji Katsura, Takafumi Hayashi
Division of Oral and Maxillofacial Radiology, Niigata University 
Graduate School of Medical and Dental Sciences

口腔がん診療で必須となるTNM病期分類におい
て、国際的な基準であるAJCC、UICCが2016年に
全面改訂され、T分類にDOI（depth of invasion）が
加わり、臨床、病理、画像診断いずれも新たな対応を
余儀なくされている。舌癌の浸潤範囲の画像診断には
MRIや CTが一般的に用いられているが、特に早期
舌癌については口腔内超音波診断が最も鋭敏であり、
癌の特定も容易である。超音波画像上、舌癌は低エ
コー域として描出され、浸潤先端を特定することで
DOIの評価における有用性が期待されるが、口腔内
走査が可能な探触子は限られており、早期舌癌におけ
るDOIに関するエビデンスは不十分である。
最近、医療ロボット（ダヴィンチ）支援下手術のた
めに開発された小型術中用プローブ（日立L51K）が
リリースされた。周波数帯域は15～3MHz、探触子
ケースは25×8.5 ㎜の指先サイズでケーブルも細く
柔軟性に富んでおり、口腔内での操作がしやすい。
今回われわれは、このプローブを舌癌に応用するた
めの基礎的検討を行ったので報告する。正常な舌に対
して、高分子ゲル音響カップリング材を介在させて走
査を行った結果、粘膜上皮層、粘膜下結合組織層、筋
層の区別が可能であり、DOIの評価に適用できるこ
とが示唆された。
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シェーグレン症候群における唾液腺画像診断
報告データシステム（SI-RADS）

○高木 幸則
長崎大学大学院 頭頸部放射線学分野

Salivary gland imaging reporting and data system
（SI-RADS）in Sjogren's syndrome

○Yukinori Takagi
Depertment of Radiology and Cancer Biology, Nagasaki 
University Graduate School of Biomedical Science

【目的】 超音波画像診断によるシェーグレン症候群
（SS）の唾液腺診断では、
（1）診断評価項目の選択や定義が曖昧であること
（2） 客観性の高い定量化された評価基準が確立されて

いないこと
などの欠点が指摘されている。そこで、本研究では
SS における Salivary gland imaging reporting and 
data system（SI-RADS）を構築し、SS患者唾液腺の
診断基準ならびに重症度判定に供したい。
【対象と方法】 1993年4月～2015年6月に長崎大学病
院にて、SSの疑いで唾液腺超音波検査を施行した
1956例を対象とした。この中から、両側耳下腺なら
びに顎下腺の4腺全てを検査し、かつ2002年のヨー
ロッパ・アメリカ合同改訂分類基準（AECG基準）お
よび、2012年のアメリカリウマチ学会基準（ACR基
準）の両基準で確定診断が可能であった213例を選別
した。これら症例の唾液腺超音波画像を基に、過去に
論文報告されているSS唾液腺における超音波所見を
ピックアップし、それらの有無を経験年数20年以上
の歯科放射線科専門医3名により評価した。得られた
データから、超音波によるSS診断に最も有効と考え
られる所見を選び出し、SI-RADSを構築した。
【結果、考察】 SI-RADSの構築により、標準化され
たSS診断基準ならびに重症度判定を提示した。これ
により、それぞれの病期に対応した患者管理が提案で
きるようになった。

O-07
頸部リンパ節画像診断報告データシステム

○榮田 智、高木 幸則、佐々木 美穂、角 美佐、 
中村 卓
長崎大学大学院 頭頸部放射線学分野

Lymph node imaging reporting and data system

○Sato Eida, Yukinori Takagi, Miho Sasaki, Misa Sumi, 
Takashi Nakamura
Depertment of Radiology and Cancer Biology, Nagasaki 
University Graduate School of Biomedical Sciences

【目的】 2016年第57回学術大会にて、口腔癌患者よ
り得られた740個の転移 /非転移リンパ節を対象とし
て構築した頸部リンパ節画像診断報告データシステム
（LI-RADS）について報告した。今回はリンパ節の個
数を増やし、さらに交差検証を加えることで転移の予
測精度を評価する。これにより、本システムを完成さ
せ、口腔癌患者管理の一助としたい。
【対象と方法】 2010年4月～2016年9月にかけ長崎大
学病院にて、口腔癌の診断のもと頸部リンパ節郭清術
を行った患者のリンパ節1,034個（転移146個、非転
移888個）を対象とし、下記の手順でLI-RADSを構
築した。
1.  単変量解析、多変量解析およびステップワイズ法
による評価を行い、リンパ節の評価項目の中から
有効な診断基準を決定した。

2.  各診断基準が転移に寄与する偏回帰係数を算出し、
予測モデル式を作成した。

3.  病期毎のprobability および risk を算出し、転移リ
ンパ節病期分類基準を決定した。

4.  交差検証により転移予測精度を評価した。
【結果、考察】 頸部リンパ節画像診断報告データシス
テムを構築した。このシステムを使うことで、主治医
は治療法の選択や経過観察の期間設定などに対する有
用な情報を得ることができると思われる。
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口腔扁平上皮癌術後の再発検出に対する 

TSE DWIの有用性

○筑井 徹1）、Panyarak Wannakamon 2）、河津 俊幸3）、
山下 泰生4）、武村 濃5）、吉浦 一紀1）4）

1）九州大学大学院 歯学研究院 口腔画像情報科学分野、 
2）同 歯学府 口腔画像情報科学分野、 
3）九州大学病院 口腔画像診断科、4）同 医療技術部 放射線部門、 
5）フィリップス エレクトロニクスジャパン

The availability of TSE-DWI for the detection of 
the recurrence of oral squamous cell carcinoma

○Toru Chikui1）, Wannakamon Panyarak2）,  
Toshiyuki Kawazu3）, Yasuo Yamashita4）,  
Atsushi Takemura5）, Kazunori Yoshiura1）4）

1）Kyushu University, Faculty of dental science, Department of 
Oral and Maxillofacial radiology, 2）Kyushu University, Graduate 
school of dental science, Department of Oral and Maxillofacial 
radiology, 3）Kyushu University Hospital, Department of Oral 
and Maxillofacial radiology, 4）Kyushu University Hospital, 
Department of Medical Technology, Radiology Center,  
5）Philips Electronics Japan

【目的】 口腔扁平上皮癌術後の再発検出に対するTSE 
DWIの有用性を検討する事。
【方法】 術後症例でTSE-DWI および Gd後 T1WI
の撮像がなされた40症例（再発22、術後変化18）。第
一にDWIの高信号域、Gd後T1Wの造影域を再発
所見として、感度・特異度を求めた。次にDWI
（b1000s/㎜2）をT2WIおよびGd後T1WIに fusion
を行った。再発の有無についてそれぞれの画像を2人
の観察者が評価し、ROC解析を行なった。
【結果】 
1.  DWI, Gd後T1WIの感度は、いずれも81%（18/22）
であり、特異度は、66.7%（12/18）および55.6%
（10/18）であった。
2.  T2WI への fusion では、xyz 軸方向の平均移動
（㎜）は、0.2, 0.17, 0.82, 回転角（度）は、0.1, 0.02, 
0.05であった。Gd後 T1WI への fusion では、平
均移動 -0.09, -0.02, -0.32, 平均回転角0.28, 0.06, 
0.2であった。

3.  2名の観察者とも、DWIとT2WIの fusion 画像で、
Gd後T1WIを加味した時と同等のAz値を示した。

【結論】 TSE DWIは歪みの少ない画像で、解剖画像
との fusionが良好であった。DWIをT2WIに fusion
する事で再発の検出は良好となり、造影不可能な症例
に対しても再発検出に有効な手段と思われた。

O-09
高磁場・超高 b値における拡散強調撮像法

○佐々木 美穗、佛坂 由可、榮田 智、片山 郁夫、
角 美佐、中村 卓
長崎大学大学院 頭頸部放射線学分野

Cellular water diff usion imaging at a 3T magnetic 
fi eld using extremely high b-values

○Miho Sasaki, Yuka Hotokezaka, Sato Eida,  
Ikuo Katayama, Misa Sumi, Takashi Nakamura
Department of Radiology and Cancer Biology,  
Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences

【目的】 我々はこれまでに1.5T MR装置を用いて培
養細胞の拡散値を左右する種々の因子について検討し、
結果を報告した（Eida, et al. Sci Rep. 2016 Jan 11；
6；19051. doi；10.1038/srep19051）。しかしながら、
その際に細胞内・外の拡散現象を区別して評価するこ
とはできず、両者を一括して評価するにとどまった。
そこで本研究では、3T MR装置を利用して超高b値
を用いた拡散強調撮像を行い、細胞内・外拡散値の個
別評価を試みた。
【方法】 使用したMR装置はMAGNETOM Skyra 
3T（Siemens Healthcare）である。コイルは、一対の
4-Channnel Special-Purpose Coil（Siemens Health-
care）を使用した。b値は、0から4000 s/㎜2の範囲で
複数設定し拡散強調撮像を行った。上述した論文で報
告したのと同様の方法で、培養細胞をエッペンドルフ
チューブ内に遠沈させ、ペレット状にした領域の信号
強度を測定した。得られた信号変化を元に解析を行い、
細胞内ならびに細胞外の拡散値を推定した。
【結果、考察】 本研究により、細胞内・外拡散値を区
別して推定できる可能性が示唆された。
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顎口腔領域の脂肪抑制 T2強調MR画像における
motion artifact軽減に対する PROPELLER法の効果

○島本 博彰1）、辻本 友美1）、柿本 直也2）、 
眞嶋 みなみ1）、岩本 悠里1）、千田 百合絵1）、 
岡畑 諒子1）、丸谷 佳右1）、宇佐美 亜衣1）、村上 秀明1）

1）大阪大学大学院 歯学研究科 歯科放射線学教室、 
2）広島大学 医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門（歯科放射線学）

Eff ectiveness of PROPELLER technique to reduce 
motion artifacts on fat-suppressed T2-weighted MR 
images in the oral and maxillofacial regions

○Hiroaki Shimamoto1）, Tomomi Tsujimoto1）, 
Naoya Kakimoto2）, Minami Majima1）, Yuri Iwamoto1）, 
Yurie Senda1）, Ryoko Okahata1）, Keisuke Marutani1）, 
Ai Usami1）, Shumei Murakami1）

1）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Osaka 
University Graduate School of Dentistry, 2）Department of Oral 
and Maxillofacial Radiology, Applied Life Sciences, Institute of 
Biomedical & Health Sciences, Hiroshima University

【目的】 PROPELLER法は radial scan と fast-spin-
echo（FSE）の技術を合わせたもので、motion artifact
の軽減に効果的である。PROPELLER法は頭部や腹
部領域において日常臨床に応用されているが、顎口
腔領域に関してはほとんど報告がない。本研究では、
顎口腔領域の脂肪抑制T2強調MR画像における
PROPELLER法のmotion artifact 軽減効果を評価す
ることを目的とした。
【対象と方法】 健常成人ボランティア56人（男性34人、
女性22人、年齢中央値27歳、年齢範囲24-50歳）を対
象とした。MR装置はSigna HDxt 1.5T（GE Health-
care, Milwaukee, WI）、コイルは8チャンネルニュー
ロバスキュラーアレイコイルを使用した。日常臨床に
おいて診断に使用している脂肪抑制併用のT2強調
FSE画像に加えて、脂肪抑制T2強調PROPELLER
画像を取得し、両者を比較した。スキャン中にリズミ
カルな下顎の開閉口運動および側方運動を行ってもら
い、motion artifact および全体的画質について、2名
の歯科放射線科医が5段階で視覚的に評価した。観察
者間比較は重み付けカッパ係数を用いた。
【結果】 T2強調 PROPELLER画像は、T2強調FSE
画像よりも統計学的有意にmotion artifact が少なく、
全体的画質が良好であった（P＜0.01）。カッパ係数
は全ての評価項目において0.81以上であった。
【結論】 PROPELLER法は、顎口腔領域の脂肪抑制
T2強調MR画像におけるmotion artifact を減少さ
せるのに効果的であった。

O-11
4D dynamic contrast-enhanced MRIの 
顎顔面領域への適応：TWISTシーケンス撮像
パラメータの画質への影響

○坂本 潤一郎1）、チャン・チ・スアン ラン1）、 
富里 博2）、羽田 紘人2）、戒田 篤志3）、倉林 亨1）

1）東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野、 
2）東京医科歯科大学 歯学部附属病院 歯科放射線外来、 
3）東京医科歯科大学大学院 口腔放射線腫瘍学分野

Application of 4D dynamic contrast-enhanced MRI 
to the maxillofacial region：Evaluation of image 
quality in TWIST sequence using the phantom
○Junichiro Sakamoto1）, Lan Tran Thi Xuan1）,  
Hiroshi Tomisato2）, Hiroto Hada2）, Atsushi Kaida3）, 
Tohru Kurabayashi1）

1）Oral and maxillofacial radiology, Graduate school, 
Tokyo medical and dental university（TMDU）, 2）Oral and 
maxillofacial radiology clinic, Dental hospital, Tokyo medical 
and dental university（TMDU）, 3）Oral radiation oncology, 
Graduate school, Tokyo medical and dental university（TMDU）

【目的】 近年、Dynamic contrast-enhanced MRI
（DCE-MRI）は4次元（4D）での評価が可能になって
きた。4Dを可能とする高時間分解能MR撮像技術に
keyhole imagingが知られる。この技術を応用した撮
像法の一つにTWISTがある。本研究ではTWIST
による4D DCE-MRIを顎顔面領域へ適応するために、
ファントムを用いて、撮像パラメータの画質への影響
を評価する。
【方法】 3T MR 装置（Magnetom Spectra, Simenes 
Healthineers）および16チャンネル頭頸部用コイルを
使用し、Gd 水溶液（0.05～5 ㎜ol/l）および蒸留水
（PW）を試料とした自作ファントムおよびMRIファ
ントム（93-402S 型，日興ファインズ）を撮像した。
撮像法はTWIST（TR/TE=4.11/1.37ms）でフリッ
プアングル（5～25°）およびCentral region A（10～
100%）を変化させて撮像した。Gd水溶液のPWに対
するContrast-to-noise ratio（CNR）を比較した。ま
た、視覚的評価も行った。
【結果】 フリップアングル上昇に伴い、Gd濃度が高
いほどCNRが上昇し、各試料間におけるコントラス
トは上昇傾向にあった。Central region Aの減少に
伴うCNRの低下は認められなかったが、20%以下で
はアンダーサンプリングに起因するアーチファクトが
著明に認められた。
【結論】 ファントムによる評価ではフリップアングル
はできるだけ高く、Central region Aは20%以上が
望ましいと考えられた。
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咀嚼機能の低下が顎関節に与える影響： 

ラット実験モデルによる経時的評価

○松本 邦史1）、鈴木 敏浩2）、新井 嘉則2）、 
本田 和也2）、馬嶋 秀行1）

1）鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野、 
2）日本大学歯学部 歯科放射線学講座

Reduction of mastication activity induces 
hypotrophy of the mandibular condyle in animal 
models；Microcomputed tomography analysis in an 
experimental animal model

○Kunihito Matsumoto1）, Toshihiro Suzuki2）,  
Yoshinori Arai2）, Kazuya Honda2）, Hideyuki Majima1）

1）Department of Maxillofacial Radiology Kagoshima 
University Graduate School of Medical and Dental Sciences, 
2）Department of Oral and Maxillofacial Radiology Nihon 
University School of Dentistry

【目的】 “ よく噛めない ”こと、すなわち咀嚼機能の
低下が若年者、高齢者の顎関節にどのような影響を与
えるのかを調査するため、歯の削合によって咀嚼機能
抑制を施したモデルラットを用い経時的に下顎頭の形
態変化を観察した。
【材料と方法】 8週齢のメスラット（No：12頭）およ
び卵巣摘出済みラット（Oe：12頭）をそれぞれ以下2
群に分けた。対照群（C：12頭；NoC群：6頭、OeC
群：6頭）には、毎週全身麻酔を5分施行した。実験
群（E：6頭；NoE群：6頭、OeE群：6頭）では、毎
週全身麻酔下に上下顎切歯をそれぞれ2 ㎜以上削合し
た。対照群には通常のペレット型飼料、一方、実験群
には同じ飼料の粉末を1日に22gずつ与え、通常環境
下で飼育した。実験動物用マイクロCTにて得られた
実験開始時と1, 2, 4, 6, 8週後のデータから、各群の
下顎頭内外側幅径を評価した。
【結果】 実験開始8週後における下顎頭内外側副径は、
NoC群では増大を示し、OeC・OeE群では縮小を示
した。NoE群では有意な増減はみられなかった。実
験開始2週目以降、NoE群はNoC群よりも低値を示
し、OeE群はOeC群よりも低値を示した。
【結論】 “ よく噛めない ”ことは、下顎頭形態の発育
やリモデリングに早期に影響し、若年者では下顎頭の
成長を停滞させ、高齢女性では下顎頭の萎縮性変化を
増悪させることが示唆された。

O-13
デュアルエナジーCTにおける 

メタルアーチファクトの定量評価

○松本 遼1）、後藤 賢一1）、桒田 勤1）、内藤 宗孝2）、
有地 榮一郎2）

1）愛知学院大学歯学部附属病院 放射線技術部、 
2）愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座

Quantitative evaluation of metal artifact in 
dual-energy CT

○Ryo Matsumoto1）, Kenichi Goto1）, Tsutomu Kuwada1）, 
Munetaka Naitoh2）, Eiichiro Ariji2）

1）Division of Radiology, Dental Hospital, Aichi-Gakuin 
University,  
2）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of 
Dentistry, Aichi-Gakuin University

【背景】 近年、メーカーによって様々な再構成の処理
が考案され、メタルアーチファクト（以下MA）の低
減が実現されている。今回、その処理法を用いたCT
画像におけるMAの定量評価を行い、撮影条件ごと
に比較検討した。
【目的】 被ばくやMAの観点から最適な撮影条件を検
討する。
【対象】 中央に直径3 ㎜のチタンの棒を設置し水で中
を満たした直径300 ㎜の円筒形アクリルを、デュアル
エナジーCT装置（Aquilion Prime、東芝）を用いて
シングルエナジー、デュアルエナジーで撮影し、その
画像を対象に解析した。
【方法】 解析にはGumbel 法とミーンランク法を用い、
得られる位置パラメータを比較してMAの定量評価
を行った。
【結果】 シングルエナジーでのCT画像を解析した結
果、管電圧、管電流に比例して、MAは減少した。
またSEMAR（MAを低減する東芝独自の画像再構成
処理法のひとつ）によってMAが大きく減少するこ
とはなかった。
デュアルエナジーでのCT画像を解析した結果、管
電圧、管電流に比例して、MAは減少した。
【まとめ】 管電圧、管電流の増加に伴い、MAは減少
した。
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歯科用コーンビームCTの面積線量から 

実効線量への換算係数

○佐藤 健児、浅海 利恵子
日本歯科大学 生命歯学部 歯科放射線学講座

Conversion coeffi  cients from dose-area products to 
eff ective doses in dental cone beam CT

○Kenji Sato, Rieko Asaumi
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Life 
Dentistry at Tokyo, The Nippon Dental University

【はじめに】 ICRPは放射線診断における患者防護の
最適化を促進するため、広く行われている検査に対し
て診断参考レベル（DRL）の利用を勧告しており、歯
科用コーンビームCT（CBCT）のDRL線量の一つと
して面積線量（DAP）が用いられている。また歯科用
CBCT撮影時の患者実効線量Eが推定できるならば、
他のモダリティや自然放射線等による被曝レベルと比
較検討が出来、最適化の一助となる。そこで、我々は
歯科用CBCT撮影時における患者線量を推定するプ
ログラムを作成することを目的とし、その一環として、
今回はDAPから患者の Eを推定できる換算係数
EDAP を評価した。
【方法】 文献に報告されているRANDOファントム
とTLD素子などによるE、およびこれに対して撮影
条件が一致する実測のDAPからEDAP を評価した。
なお、Eは ICRP 2007年報告の組織加重係数を考慮
している。
【結果】 調査した21件の文献で取り扱われている装置
数は延べ41台、報告されているEは150であり、そ
の内実測したDAPと同じ撮影条件のデータ数は64で
あった。DAPは最小90 mGy㎝2、最大7134 mGy㎝2、
中央値338 mGy㎝2、平均976 mGy㎝2、およびEは最
小16μSv、最大680μSv、中央値51μSv、平均126μSv
であった。結果、EDAPは0.107μSv/（mGy㎝2）となった。

O-15
パノラマ・CBCT撮影時の位置づけの 

標準化を目指した頭部ファントムの開発

○小佐野 貴識1）、斉宮 康寛2）、西原 孝3）

1）小佐野歯科医院、2）神宮前矯正歯科、3）西原歯科医院

Development of Head Phantom aiming 
standardization of positioning for Panoramic 
Radiography and CBCT 

○Takashi Osano1）, Yasuhiro Itsuki2）, Takashi Nishihara3）

1）Osano Dental Clinic, 2）Jingumae Orthodontics,  
3）Nishihara Dental Clinic

【背景】 現在、パノラマは殆どの歯科医院に普及し、
歯科用CBCTの普及も進んでいる。歯科疾患の診断
には必要不可欠だが、不適切な撮影によって的確な診
断が困難となる事例は多々ある。従って、臨床の現場
での撮影技術向上と、歯学部教育での実技訓練が必須
であるが、既存ファントムは位置付けの客観評価が困
難であること、人体デモンストレーションは被験者の
被曝が課題である。
【目的】 我々は、パノラマ・CBCT撮影の位置づけ訓
練に適したファントムを開発し、①臨床の現場にお
ける撮影技術の標準化、②歯学部教育における実技
実習への導入の可能性の検証を目的とし、頭部ファン
トムの開発を行った。
【材料と方法】 ファントムに人体と同等の解剖構造と
密度を持たせるために、骨格部分には、三次元塩造形
モデル（SONY EMCS社製）を使用した。骨格表面の
正中矢状面とFH平面と平行にワイヤーを固定し、紙
粘土にて頭部概形を作製、ファントムと三脚の連結用
の雲台を頸部に固定した。次に、ファントムをパノラ
マと歯科用CBCTで撮像し、位置付けの客観的評価
を行った。
【結果・考察】 外観は人体の構造が再現され、重量は
約1.0 ㎏と軽量で持ち運びが容易であった。骨格部分
に固定したアルミワイヤーによって、撮影時の頭部の
位置付けの客観的評価を適切に行えた。従って、臨床
の現場における撮影技術の標準化ならびに歯学部教育
における実技訓練への有用性が示唆された。
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歯周外科術式選択におけるCBCTの有効性

○菱川 敏光1）、内藤 宗孝2）、三谷 章雄1）、 
有地 榮一郎2）

1）愛知学院大学 歯学部 歯周病学講座、
2）同 歯科放射線学講座

Usefulness of CBCT for Periodontal Surgery 
Selection

○Toshimitsu Hishikawa1）, Munetaka Naitoh2）,  
Akio Mitani1）, Eiichiro Ariji2）

1）Department of Periodontology, School of Dentistry, Aichi 
Gakuin University,  
2）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of 
Dentistry, Aichi Gakuin University

歯周治療において歯科用CT（CT）は、垂直性骨欠
損や頬舌的な歯槽骨の形態、根分岐部病変の状態など
を診断でき、適切な治療法選択に寄与すると考えられ
るが、報告は限られている。また、CTの普及によっ
て歯科での医療被爆の増加が問題視されており、CT
が治療法選択に重要な病態を適切に示すことが、適正
利用の助けとなると考えられる。本研究では、歯周外
科処置が必要な症例に対してCT撮影を行い、術式決
定にCT診断が及ぼす影響を検討した。
愛知学院大学歯学部歯周病科で歯周基本治療を受け、
再評価時点の、歯周組織精密検査、口内法エックス線
写真により歯周外科の適応と診断された者のうち、
CTの撮像を行い、実際に歯周外科治療を受けた患者
を被験者群とした。歯周病科医によって、上記資料お
よび口腔内写真をもとに、各種歯周外科術式の適用可
否について評価を行った。また、術式決定のために注
目した所見を記録し、最終的に単一の術式を選択した。
診断のためのエックス線検査として、口内法のみを用
いた場合（D群）、CTを併用した場合（CT群）で選
択された術式の一致率を評価した。
D群とCT群の一致率は、特に歯周組織再生療法
の選択において低下が認められた。歯周組織再生療法
を選択するにあたり、CBCTによる診断の有効性が
示唆された。
本研究は学内倫理委員会の承認を得て行われている。

（承認番号：484）

O-17
舌癌切除後の舌への 18F-FDG集積変化

○鬼頭 慎司1）、古賀 博文2）、田中 達朗1）、 
小田 昌史1）、若杉（佐藤） 奈緒1）、 
松本（武田） 忍1）、西村 瞬1）、城島 孝章1）、 
今村 義治1）、森本 泰宏1）

1）九州歯科大学 歯科放射線学分野、 
2）北九州 PET健診センター

Changeable distributions of 18F-FDG accumulation 
into tongue-related muscles after dissection for 
patients with tongue cancer

○Shinji Kito1）, Hirofumi Koga2）, Tatsurou Tanaka1）, 
Masafumi Oda1）, Nao Wakasugi Sato1）,  
Shinobu Matsumoto Takeda1）, Shun Nishimura1）, 
Takaaki Joujima1）, Yoshiharu Imamura1）,  
Yasuhiro Morimoto1）

1）Division of Oral and Maxillofacial Radiology, Kyushu Dental 
University, 
2）Kitakyushu PET Center, Nishinippon Sangyoeiseikai

【目的】 18F-FDGは悪性腫瘍だけではなく、筋肉等の
正常組織に集積することが知られている。但し、舌癌
患者の舌切除術前後の舌への18F-FDG集積変化につ
いての詳細な報告はない。今回我々は舌切除術前後の
舌への18F-FDG集積の変化について評価した。
【方法】 舌癌の原発巣切除患者を対象とした。手術の
侵襲度により部分切除（縫縮）、部分切除（皮弁再建）、
半側切除（皮弁再建）、亜全摘（皮弁再建）のグループ
に分類した。術前後の18F-FDG PET/CT画像、CT
画像及びMRIをレトロスペクティブに分析した。具
体的には舌内前方及び舌内後方への18F-FDG集積の
変化を分析した。
【結果】 舌癌切除術の侵襲度の高低に関わらず術前で
は原発巣以外に舌尖への18F-FDG集積を示した。術
後では舌半側切除術と舌亜全摘の患者では舌内後方へ
の18F-FDG集積が出現する事がわかった。さらに、
術式の侵襲度が上がるにつれて舌内後方への18F-FDG
集積が上昇した。18F-FDG集積を示す舌内領域に明
らかな炎症性変化はなかった。また、腫瘍再発はな
かった。
【結論】 侵襲的な舌癌切除術後の正確な診断を行うに
は舌内後方への18F-FDG集積にも注意する必要があ
る。舌内後方への18F-FDG集積の原因としては侵襲
的な手術の影響による代償性の筋緊張を考えた。

O-18



― 65 ―

歯科放射線 2017年6月

骨シンチグラフィ動態解析による検討 

―顎骨浸潤を認める悪性腫瘍―

○羽山 和秀1）、山口 晴香1）2）、亀田 綾子1）、 
織田 隆昭3）、諏江 美樹子3）、佐々木 善彦3）、 
小椋 一朗3）、土持 眞1）

1）日本歯科大学新潟生命歯学部 歯科放射線学講座、 
2）日本歯科大学 生命歯学講座、
3）日本歯科大学新潟病院 放射線科

Study on an analysis of dynamic bone scintigraphy 
-malignant tumor infi ltration-

○Kazuhide Hayama1）, Haruka Yamaguchi1）2）,  
Ayako Kameta1）, Takaaki Oda3）, Mikiko Sue3）,  
Yoshihiko Sasaki3）, Ichirou Ogura3）, Makoto Tsuchimochi1）

1）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, The Nippon 
Dental University School of life Dentistry at Niigata,  
2）Department of life Dentistry, The Nippon Dental University,  
3）Department of Radiology, The Nippon Dental University 
Niigata Hospital

【目的】 一般に骨髄炎と顎骨浸潤を認める悪性腫瘍は
類似する臨床所見を呈するため、その鑑別は難しく、
また、口腔癌治療後の経過観察にて骨髄炎と類似した
臨床所見を呈した場合には、口腔癌の再発か、放射線
などによる骨髄炎なのかの鑑別は困難である。一方、
私達は骨シンチグラフィに半定量的血流動態解析であ
る2-コンパートメントモデル解析を利用すると得ら
れた指標が頭頸部病変によって異なることを報告して
きた。今回は顎骨浸潤を認める悪性腫瘍と炎症性疾患
に対して行われた骨シンチグラフィに2-コンパート
メントモデル解析を試み、得られた指標について比較
検討した。
【方法】 対象は平成15年1月から平成27年12月まで
に日本歯科大学新潟病院で骨シンチグラフィを行った
症例のうち、病理組織学的検査にて顎骨浸潤を認める
悪性腫瘍、炎症性疾患と診断された症例で、それぞれ
25例、50例である。骨シンチグラフィの動態曲線に2
コンパートメントモデル解析をあてはめて得られる骨
血流を表すKrと骨代謝を表すλrについて検討した。
【結果】 顎骨浸潤を認める悪性腫瘍のKrはMRONJ、
放射線性骨髄炎、慢性骨髄炎と比較して有意に高い値
であり、λrは急性骨髄炎と比較して有意に高い値で
あるなど骨血流および骨代謝に違いがみられた。そこ
で悪性腫瘍と炎症性疾患の鑑別にKrおよびλrを用い
たところ、正診率が最も高くなるときの感度は84.0%、
特異度は92.0%、正診率は88.0%となった。

O-19
Arcanaにおける IP方式に起因する 

デジタル口内法 X線画像の画質不良の分析

○田代 真康、中山 英二、佐野 友昭、杉浦 一考
北海道医療大学 歯学部 生体機能・病態学系 歯科放射線学分野

Analysis of defective images in the Arcana digital 
intraoral radiography system

○Masayasu Tashiro, Eiji Nakayama, Tomoaki Sano, 
Kazutaka Sugiura
Division of Oral and Maxillofacial Radiology Department of 
Human Biology and Pathophysiology School of Dentistry, 
Health Sciences University of Hokkaido

【目的】 IP 方式のデジタル口内法X線撮影において、
デジタルシステムに起因する不良画像を分析し、その
原因を考察する。
【方法】 北海道医療大学歯科外来での口内法のデジタ
ル画像を分析し、IP方式に起因する不良画像を抽出、
分類した。
【結果および考察】 不良画像は次の6つに分類された。
1）画像の枠部分が白く縁取られた表示
2）画像が少し回転、傾斜した表示
3）前回撮影と次回撮影の画像の二重描出
4）裏返しでの画像表示
5）指様の黒色陰影の描出
6）適量線量の撮影での全体的な濃度不足
これらの不良画像の中には診断能へ深刻な影響を及
ぼす例があった。
原因は、読み取り機のエラーによる機器的エラーと、
同一 IPの二重曝射、IPの裏返し使用、IPの画像処
理時の光減衰などの人為的エラーがあった。
機器的エラーは対処法が確立されていない。一方、
人為的エラーは適切な対応で回避できるが、それには
教育・訓練が必要であると考えられた。
しかし、IPに対して診断能に影響を与える光減衰
の程度やそれが生じる環境条件については、未だ明ら
かではない。
【結論】 IP 方式のデジタル口内法X線撮影では、診
断能に影響を及ぼす画像が生じる可能性があり、その
原因となる人為的エラーは回避する必要がある。また、
光減衰においては、環境条件や診断能への影響等を今
後、明確にしていく予定である。
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放射線着色フィルムによるパノラマ撮影の 

面積線量と線量幅積の測定

○境野 利江1）、原田 康雄2）、井澤 真希2）、奥村 泰彦2）

1）昭和大学 口腔病態診断科学講座 歯科放射線医学部門、 
2）明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 歯科放射線学分野

Measurement of dose-area products and dose-
width products in panoramic radiography using 
radiochromic fi lm

○Rie Sakaino1）, Yasuo Harata2）, Maki Izawa2）,  
Yasuhiko Okumura2）

1）Division of Radiology, Department of Oral Diagnostic 
Sciences, Showa University School of Dentistry, 
2）Division of Dental Radiology, Department of Diagnostic and 
Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry

【目的】 熱蛍光線量計の配列とX線フィルムを用いて
歯科診療所を対象にパノラマ撮影の面積線量（DAP）
や線量幅積（DWP）の調査を行ったが（歯科放射線
2010：50（2）；11-16）、その測定手続きは煩雑であっ
た。また面積線量計やCT電離箱を用いた測定は高精
度であるが、広域調査には向いていない。そこで今回、
放射線着色フィルムを用いたパノラマ撮影のDAPと
DWPの測定について検討した。
【方法】 パノラマX線撮影装置Veraview epocs（モ
リタ製作所）の60、70、80 kVの3線質を用いて、X
線射出口と受像検出器面の2箇所で放射線着色フィル
ムGafChromic XR-QA2（Ashiland）を照射した。校
正用の基準フィルムは一般撮影用X線装置UD150L-
40E（Shimadzu）を用いて、X線測定機X2（RaySafe）
でビームをモニタし、既知の空気カーマを照射して作
成した。基準フィルムとパノラマ装置による照射フィ
ルムをフラットベッドスキャナGT-X820（Epson）で
読み出し、DAPとDWPを決定した。DWPの値の
正確さを校正されたCT電離箱によって評価した。
【結果と考察】 XR-QA2フィルムの応答は隣合う線質
間で相違が10%を超えなかった。線質が既知ならフィ
ルム法によるDWPは、CT電離箱による値と±5%
以内で一致したことから、線質による校正曲線の選択
が重要であることが解った。最も近い管電圧のフィル
ム校正曲線を用いれば、診断参考レベルを決定するの
に充分な正確さでDAPおよびDWPが決定できると
思われた。

O-21
下顎永久歯萌出過程の三次元的観察の試み

○岩本 悠里、宇佐美 亜衣、千田 百合絵、 
眞嶋 みなみ、村上 秀明
大阪大学大学院 歯学研究科 歯科放射線学教室

3D analysis of permanent tooth eruption

○Yuri Iwamoto, Ai Usami, Yurie Senda, Minami Majima, 
Shumei Murakami
Department of Oral and Maxillofacial Radiology,  
Osaka University Graduate School of Dentistry

【目的】 小児を複数回撮像したCBCTデータを用い
て三次元的に下顎永久歯の萌出過程を観察すること。
【対象と方法】 対象は混合歯列期にCBCTを複数回
撮像した患者1名。下顎における矯正治療及び外科的
治療経験はなく萌出遅延や先天欠如歯などの異常はな
い。撮像装置はAlphard VEGAを使用した。画像解
析ソフトウェアLandmarker を用いて各撮像年齢に
おける下顎永久歯を三次元表示し両側下顎管及び下顎
縫合を基準として萌出過程を観察した。
【結果】 三次元モデルを用いて下顎永久歯の萌出過程を
観察することが可能であった。9歳から14歳において下
顎犬歯及び小臼歯は第一、第二大臼歯や切歯と比較し
て萌出距離が大きかった。また歯根形成を開始してい
ない段階にある第三大臼歯は顎骨内で不動であった。
【考察】 三次元の基準を用いることにより永久歯の萌
出過程を三次元的観点から観察することが可能になる
と考えられる。今後は各年齢における萌出速度や、三
次元的萌出方向、歯根形成と萌出速度の関係、facial 
typeと萌出方向の関係、さらにはMRIへの応用につ
いて本法を用いて検討したい。
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顎変形症患者の顎矯正手術前後における 

関節窩最菲薄部の変化について

○鈴木 敏浩、雨宮 俊彦、林 悠介、小日向 清美、
出澤 幸、澤田 久仁彦、江島 堅一郎、荒木 正夫、
本田 和也
日本大学 歯学部 歯科放射線学講座

Changes in the thickness of the RGF of the TMJ 
before and after orthognathic surgery

○Toshihiro Suzuki, Toshihiko Amemiya, Yusuke Hayashi, 
Kiyomi Kohinata, Ko Dezawa, Kunihiko Sawada, 
Kenichiro Ejima, Masao Araki, Kazuya Honda
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Nihon 
University School of Dentistry

【目的】 顎変形症患者の顎矯正手術に伴う偶発症・術
後合併症のひとつに顎関節症がある。特に、顎矯正手
術は、咬合や咀嚼機能の改善を目的としており、上下
顎骨の調和を考慮して骨を整復するため、骨片に付着
する咀嚼筋が牽引もしくは伸展され、顎関節へ影響を
及ぼすと考えられる。今回我々は、顎変形症手術の前
後で、顎関節における関節窩の厚みの変化を検討した
ので報告する。
【資料および方法】 顎変形症の治療を目的に来院した
患者40名80関節（男性13人、平均34.8歳：範囲22
～56歳、女性27人、平均30.1歳：範囲19～55歳）
に対し、術前と術後1年に医科用CT検査（東芝製
Asteion™ super4 120kV 100mA）を行った画像につ
いて歯科放射線科医が関節窩の最菲薄部の厚みを計測
した。
【結果】 
1. 術前の平均は1.89 ㎜、術後が1.92 ㎜であった。
2.  術前術後のデータを統計処理したところ有意差は
認められなかった。

【まとめ】 関節窩の最菲薄部の厚みは、顎変形症の手
術前後で変化はみられなかった。しかし、本田らによ
る変形のない顎関節の関節窩最菲薄部の厚みの平均は
0.61 ㎜で、今回計測した顎変形症患者では平均1.9 ㎜
で肥厚傾向を認めた。

O-23
顎関節症の画像診断における信頼性再評価の
ための多施設共同研究の提案
○小林 馨1）、本田 和也2）、五十嵐 千浪1）、 
勝又 明敏3）、佐野 司1）、中山 英二4）、四井 資隆5）

1）鶴見大学 歯学部 口腔顎顔面放射線・画像診断学講座、 
2）日本大学 歯学部 歯科放射線学講座、 
3）朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 歯科放射線学分野、
4）北海道医療大学 歯学部 生体機能・病態学系 歯科放射線学分野、
5）大阪歯科大学 歯科放射線学講座

Examiner reliability for image analysis of 
temporomandibular disorders
○Kaoru Kobayshi1）, Kazuya Honda2）, Chinami Igarashi1）, 
Akitoshi Katsumata3）, Tsukasa Sano1）, Eiji Nakayama4）, 
Yoritaka Yotsui5）

1）Department of Oral and Maxillofacial Radiology and Diagnosis, 

Tsurumi University School of Dental Medicine, 2）Department 

of Oral and Maxillofacial Radiology, Nihon University School of 

Dentistry, 3）Department of Oral Radiology, Asahi University, 

School of Dentistry, 4）Division of Oral and Maxillofacial Radiology, 

Department of Human Biology and Pathophysiology, School of 

Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido, 5）Department 

of Oral Radiology, Osaka Dental University

顎関節の画像診断についてAhmad MらがRDC/TMD
の診断基準としてOral Surg Oral Med Oral Pathol Oral 
Radiol Endod 2009；107：844-860に報告し用いられて
いる。しかし、変形性顎関節症（OA）の画像診断に対す
る3名の評価者による信頼性はパノラマX線像でpoor：
κ=0.16、MRI は fair：κ=0.46、CT は excellent：κ
=0.71とされた。MRIにおいては復位性関節円板転位：
κ=0.78と非復位性関節円板転位：κ=0.94で excellent、
eff usion：κ=0.64で goodだった。OA診断の陽性一致
率は、パノラマX線像19%、MRI 59%、CT 84%だっ
た。OA診断におけるCTに比較したパノラマX線像
とMRIの感度は低いとした。結論としてCTをOAの
評価に、MRIを関節円板位置とeff usion に用いること
にしている。この結論は、初診時の診断に広く用いられ
ているパノラマX線像やMRIのOA診断に対する信頼
性の低さに疑問がある。そこで、一般社団法人日本顎関
節学会研究企画委員会（演者ら）を中心にNPO法人日
本歯科放射線学会の会員諸氏にご協力をいただき、顎関
節症の画像診断の信頼性を再評価することを提案する。
研究の内容は1. 研究開始時に画像診断基準のすり合
わせを行い、60-80例での信頼性を求め、さらにすり合
わせを行う。2. すり合わせの後、対象症例を約750例と
し、後ろ向き研究で画像診断の信頼性を求める。撮影条
件等の詳細は口演において提案し、会員諸氏のご意見を
いただく。［有馬太郎委員（北大）の協力に感謝します］
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骨形成線維腫2症例の X線学的検討

○小日向 清美1）、荒木 正夫1）3）、本田 和也1）3）、 
金子 忠良2）4）

1）日本大学歯学部 歯科放射線学講座、2）同 口腔外科学講座、 
3）同 総合歯学研究所 高度先進医療部門、 
4）同 総合歯学研究所 生態防御部門

Two cases of ossifying fi broma showed typical 
pattern in jaws

○Kiyomi Kohinata1）, Masao Araki1）3）, Kazuya Honda1）3）, 
Tadayoshi Kaneko2）4）

1）Departments of Oral and Maxillofacial Radiology, Nihon 
University School of Dentistry,  
2）Departments of Oral and Maxillofacial Surgery, Nihon 
University School of Dentistry,  
3）Division of Advanced Dental Treatment, Nihon University 
School of Dentistry,  
4）Immunology and Pathobiology, Nihon University School of 
Dentistry

【緒言】 骨形成線維腫は多彩なX線パタ－ンを示し、
一般に混在型の不透過像を形成し骨膨隆を伴う。根尖
付近に限局して発生するものも多くみられ、鑑別診断
が難しいことがある。
【症例】 1例目の患者は12歳女子、右側下顎部の無痛
性の腫脹を主訴に本学口腔外科に来院した。パノラマ
像で、下顎右側第二小臼歯と第一大臼歯が離開し、根
尖から下縁皮質骨まで及ぶ境界明瞭な鶏卵大の透過像
を認め、内部は不均一な不透過像を認めた。CT像では、
病変内部は大小不同な石灰化像を形成する所見を呈し、
頬舌側に著明な骨膨隆がみられた。生検で骨形成線維
腫と診断され、後日、右側下顎骨腫瘍摘出術にて病変
の全摘出が行われた。摘出物の病理組織診断も骨形成
線維腫であった。現在、患者の経過は良好である。
2例目の患者は34歳男性、左側上顎骨歯牙腫の疑い
で本学口腔外科に来院した。自覚症状はないが、左側
上顎第一小臼歯から第一大臼歯相当部頬側に膨隆を認
めた。パノラマ像で第二小臼歯と第一大臼歯の根尖部
に単胞性境界明瞭な透過像を認めた。CT像では、第
二小臼歯と第二大臼歯の根尖付近に頬側骨を膨隆させ
皮質骨を菲薄化させる境界明瞭で類円形の低密度像を
認め、内部に不均一な石灰化像がみられた。生検では
骨形成線維腫と診断されたが、セカンドオピニオンを
希望し他院に転院された。
【まとめ】 今回、典型的な骨パターンを示すものと、
根尖周囲に限局的にみられた骨形成線維腫を経験した。

P-01
放射線照射および骨吸収抑制薬による 

顎骨への影響に関する画像的研究

○蒲生 祥子1）、辻 要2）、秋山 広徳1）、天野 均3）、
四井 資隆1）、森田 章介2）、清水谷 公成1）

1）大阪歯科大学 歯科放射線学講座、
2）同 口腔外科学第一講座、3）同 薬理学講座

Image-based diff erentiation between 
osteoradionecrosis and medication-related 
osteonecrosis of the jaw：radiographic fi ndings 
responsible for decision-making in surgical 
treatment

○Shoko Gamoh1）, Kaname Tsuji2）, Hironori Akiyama1）, 
Hitoshi Amano3）, Yoritaka Yotsui1）, Shosuke Morita2）, 
Kimishige Shimizutani1）

1）Department of Oral Radiology, Osaka Dental University, 
2）First Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Osaka 
Dental University, 
 3）Department of Pharmacology, Osaka Dental University

【目的】 顎骨骨髄炎の原因別画像所見を明示する。
【背景】 頭頸部領域の放射線治療による放射線性骨髄
炎（osteoradionecrosis：ORN）と、骨吸収抑制薬（BP
製剤等）の投与に関連する薬剤性骨髄炎（medication-
related osteonecrosis of the jaw：MRONJ）と は、
其々に特徴的な画像所見を呈することが考えられる。
【方法】 対象は本学附属病院を2001年から2010年ま
でに受診した骨髄炎患者66例。歯科放射線専門医2
名が別々に、パノラマエックス線画像、CTないし
MRIを読影し、其々の所見を比較した。CTでは辺縁、
骨膜反応、病的骨折、骨硬化、エックス線透過性、骨
膨隆、腐骨形成、MRIでは骨髄信号の高低・均一性
を評価した。
【結果】 パノラマエックス線画像では検知されず、
CTでのみ検知されやすい項目は病的骨折で、通常の
骨髄炎（以下通常）44%、ORN 75%、MRONJ 46%
であった。骨膨隆は通常、MRONJ、ORNの順、腐
骨形成はMRONJ、ORN、通常の順で発現していた。
【考察】 ORN, MRONJにおける病的骨折は、変化が
微細であるためCTで捉えやすい。ORNでは顎骨壊
死がび漫性に拡大するため、骨膜反応がMRONJよ
り起きにくいと考えられた。
【結論】 顎骨骨髄炎の画像所見は、原因ごとに顕著な
特徴がある。歯科放射線専門医によって、より効果的
かつ正確な鑑別診断を下せる可能性が示された。
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口腔領域に生じた神経鞘腫の二例

○村上 純1）、此内 浩信2）、柳 文修3）、久富 美紀1）、
苔口 進4）、佐藤 晃子1）、若狭 亨1）、藤田 麻里子3）、
岡田 俊輔2）、浅海 淳一2）

1）岡山大学病院 歯科放射線・口腔診断科、 
2）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 歯科放射線学分野、 
3）岡山大学病院 歯科総合診断室、 
4）岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 口腔微生物学分野

Two cases of Schwannoma in oral region
○Jun Murakami1）, Hironobu Konouchi2）, Yoshinobu Yanagi3）, 
Miki Hisatomi1）, Susumu Kokeguchi4）, Akiko Sato1）,  
Toru Wakasa1）, Mariko Fujita3）, Shunsuke Okada2）,  
Junichi Asasumi2）

1）Department of Oral Diagnosis and Dentomaxillofacial Radiology, 
Okayama University Hospital, 2）Department of Oral and 
Maxillofacial Radiology, Okayama University Graduate Schools of 
Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences,  
3）Preliminary Examination Room, Okayama University Hospital, 
4）Department of Microbiology, Okayama University Graduate 
Schools of Medicine, Dentistry and Pharmaceutical Sciences

【目的】 神経鞘腫はSchwann細胞に由来する良性腫
瘍で、脊髄、聴神経、皮膚に好発する。顎口腔領域に
おける発生頻度は比較的低い。今回われわれは、口腔
領域に生じた神経鞘腫の2例を経験したので報告する。
【症例】 翼口蓋窩に生じた1例は、36歳男性（口腔外
科初診時）。2001年に当院耳鼻科にて左側翼口蓋窩の
神経鞘腫に対し、減量術と脂肪織充填を施行、経過観
察を行った。CTにて同病変は頭蓋底から歯槽頂部に
及ぶ形態不正、内部不均一な腫瘍として描出され、
MRIにてT1強調画像で低～中等度の混在像、STIR
像で著高と中等度の混在像を呈し、嚢胞と腫瘍の混在
を示唆した。造影T1強調画像では腫瘍充実領域は不
均一な増強効果を認めた。2001年以降、緩徐な増大
傾向を示したため、2012年再摘出術を行った。
下歯槽神経鞘に生じた1例は、34歳女性（2010年初
診時）。右側下顎管と連続した境界比較的明瞭な単房
性透過像として描出された。MRIにて STIR像で高
～著高信号、T1強調画像で低信号、造影T1強調画
像では増強効果を認めた。2016年緩徐な増大を認め
たため、腫瘍摘出を行った。
【まとめ】 顎口腔領域における神経鞘腫の発生は稀であ
り舌を好発とすることから、顎骨に生じた神経鞘腫に対
する画像診断経験は少ない。しかし、脳神経由来の神
経鞘腫のうち、三叉神経に由来する神経鞘腫は聴神経
に次いで多いこと、また、緩慢な増大を示すことからも、
画像検査を用いた経過観察は慎重に行う必要がある。

P-03
口内法 X線撮影におけるデジタル画像 

システムの線量応答特性について

○奥山 祐1）、原田 康雄2）、境野 利江3）、三島 章1）、
奥村 泰彦2）、小林 馨4）

1）鶴見大学歯学部附属病院 画像検査部、 
2）明海大学歯学部 病態診断治療学講座 歯科放射線学分野、 
3）昭和大学 歯学部 口腔病態診断科学講座 歯科放射線医学部門、
4）鶴見大学歯学部 口腔顎顔面放射線・画像診断学講座

Dose responses of digital imaging systems in 
intraoral radiography

○Yu Okuyama1）, Yasuo Harata2）, Rie Sakaino3）,  
Akira Mishima1）, Yasuhiko Okumura2）, Kaoru Kobayashi4）

1）Department of Diagnostic Imaging, Tsurumi University 
Dental Hospital, 2）Division of Dental Radiology, Department of 
Diagnostic and Therapeutic Sciences, Meikai University School 
of dentistry, 3）Division of Radiology, Department of Oral 
Diagnostic Sciences, Showa University School of Dentistry, 
4）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Tsurumi 
University School of Dental Medicine

【目的】 口内法X線撮影の診断参考レベルの公開により、
患者入射線量を測定することで撮影条件を最適化する
ための指標が示された。しかし、臨床の条件を考慮する
と被写体を透過して受像検出器へ射入する線量も重要
となる。今回は当院のデジタル画像システムと口内法X
線撮影装置について受像検出器 IP（imaging plate）へ
の射入空気カーマ値とピクセル値の関係を相互比較した。
【方法と材料】 X線撮影装置ALULA（朝日レントゲン
工業）の管電圧70 kV、管電流6 mAで口内法X撮影
の診断対象となる解剖学的構造を考慮したアルミニウ
ムのCalibration tool SPBD 681（Carestream Health
社）を撮影した。X2（RaySafe/Fluke Biomedical 社）
で IPへの射入空気カーマ値Kを測定し、撮影した IP
は arcana（アレイ社）の画像処理なしのスタンダード
スキャンで読み取り、15×15 ㎜2のROIの中央値をピ
クセル値〈Q〉とした。〈Q〉=γ・log10（K/K0）+δの
関係式からγとδを3台のarcanaで算定して比較した。
次に、一番高感度なArcanaを用いて成人撮影で使用
する4機種の撮影装置について同様の方法で測定し、
γとδを比較した。
【結果と考察】 同一のピクセル値で上記関係式のγと
δから射入線量を求めると、arcana 間で -5.5～
+4.6%、撮影装置間で-8～+6%の相違が生じていた。
またピクセル値が他装置より低かったProstyle intra
の成人撮影条件は照射時間を1.6倍にすると他装置と
の整合が取れることが示された。
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パノラマエックス線写真による 

高齢者口腔状態の長期フォローアップ

○小西 勝1）、桐澤 知子2）、安田 真也3）、西野 亮輔3）、
柿本 直也4）

1）広島大学病院 歯科放射線科、2）枚方公済病院 歯科口腔外科、 
3）丹後ふるさと病院 歯科口腔外科、 
4） 広島大学大学院医歯薬保健学研究院 応用生命科学部門 
歯科放射線学研究室

Longitudinal study of oral conditions in elderly 
patients using panoramic radiographs

○Masaru Konishi1）, Tomoko Kirisawa2）, Shinya Yasuda3）, 
Ryosuke Nishino3）, Naoya Kakimoto4）

1）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Hiroshima 
University Hospital, 2）Department of Oral and Maxillofacial 
Surgery, Hirakata Kohsai Hospital, 3）Department of Oral and 
Maxillofacial Surgery, Tango Furusato Hospital, 4）Department 
of Oral and Maxillofacial Radiology, Applied Life Sciences, 
Hiroshima University

【目的】 高齢過疎化が進んでいる地域にある医療機関
受診者を対象として、現在と10年以上以前に撮影さ
れたパノラマエックス線写真を比較することによって、
経時的変化を調査することを目的とした。
【対象と方法】 京都府京丹後市にある病院で2015－
2016年にパノラマエックス線写真を撮影した80歳代
の患者の中で、10年以上前に同院でパノラマエック
ス線写真を撮影したことのある患者を対象とした。2
回のパノラマエックス線写真から残存歯数等の口腔状
態を調査し比較した。
【結果】 対象患者数は26名（男性14名、女性12名）で、
年齢は2015、2016年の撮影時に83.3±2.5歳で、10
年以上以前の撮影時は71.4±2.5歳であった。2回の
パノラマエックス線写真の撮影間隔は平均11年9ヶ月
であった。残存歯数は、20.5±6.8本から15.5±6.5
本へ変化していた。20本以上の歯を有する患者の割合
は、69.2%（18/26名）から26.9%（7/26名）へ低下し
ていた。フォロー期間に歯を1本も喪失していない患
者は2人のみであり、一方、10本以上の歯を喪失した
患者は3人で、最も多かった患者は12本であった。
【結論】 本研究の対象者は歯科治療を希望して病院を
受診し、尚且つ、パノラマエックス線写真を撮影した
患者という条件ではあったが、平成23年歯科疾患実
態調査結果の同年代と比較して、平均残存歯数はやや
多かった。一方、20本以上の歯を有する者の割合は、
10年以上の間に大きく低下していた。

P-05
全身的に多発したメトトレキサート関連 

リンパ増殖性疾患（MTX-LPD）の一例

○浅井 桜子1）、中村 伸1）、坂本 潤一郎1）、 
栗林 亜実1）、鳥井原 彰2）、原田 浩之3）、倉林 亨1）

1）東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野、 
2）東京医科歯科大学医学部附属病院 放射線診断科、 
3）東京医科歯科大学大学院 顎口腔外科学分野 

A case of multiple methotrexate-associated 
lymphoproliferative disorder（MTX-LPD）

○Sakurako Asai1）, Shin Nakamura1）, Junichiro Sakamoto1）, 
Ami Kuribayashi1）, Akira Toriihara2）, Hiroyuki Harada3）, 
Tohru Kurabayashi1）

1）Oral and Maxillofacial Radiology, Graduate School, Tokyo 

Medical and Dental University（TMDU）, 2）Diagnostic Radiology 

and Nuclear Medicine, Medical hospital, Tokyo Medical and 

Dental University（TMDU）, 3）Oral and Maxillofacial Surgery, 

Graduate School, Tokyo Medical and Dental University（TMDU）

【緒言】 今回われわれは、全身的に多発したMTX関連
リンパ増殖性疾患（MTX-LPD）の一例を経験したので
報告する。
【症例】 70歳男性。2016年4月に、6┐咬合痛、周囲歯肉
に鈍痛自覚。同年5月に内科主治医からの紹介で同年6月
に口腔外科外来を受診。右下顎臼歯部に腐骨および潰瘍
を認め、その他に下頸部、左腹部、右臍部に腫瘤を認めた。
（既往歴） HT、RA、骨粗鬆症、間質性肺炎、胃潰瘍、
DM。
（画像検査）
1.  パノラマX線：両下顎骨大臼歯相当部には辺縁不整
な骨吸収像（+）。

2.  CT：右下顎骨大臼歯部に境界不明瞭で辺縁不整な骨
吸収像（+）。舌側皮質骨の断裂（+）。その他、右耳
下腺、甲状腺右葉の腫瘤および右鎖骨上窩LN. 腫大
（+）。
3.  MRI：右下顎骨大臼歯部～頬側軟組織部に境界比較的
明瞭な不整形な腫瘤を認め、T1で筋と同等、T2で不
均一な高信号、Gdにより不均一な増強（+）。Dynamic 
curveは急増漸減型、ADC値は0.649×10-3 ㎜2/s。

4.  PET/CT：右下顎臼歯部、右耳下腺、甲状腺右葉、
両下頸部、左鎖骨上、その他全身にFDG高集積を伴
う腫瘤が多発。

（画像診断）MTX-LPD、悪性リンパ腫
（病理診断）MTX-LPD
（経過）MTX休薬。2週間で腹部の腫瘤消失。その後
徐々に下顎骨病変も治癒傾向。初診時から8か月後には
全身の腫瘤消失。
【結語】 今回われわれは、全身的に多発したMTX-LPD
の一例を経験したので報告した。
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上顎大臼歯部に生じたいわゆる 

エナメル上皮線維歯牙腫の1例

○吉田 洋康、飯田 幸弘、福井 達真、西山 航、 
勝又 明敏
朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座 歯科放射線学分野

A case of so called ameloblastic fi bro-odontoma in 
Maxillary Molar part

○Hiroyasu Yoshida, Yukihiro Iida, Tatsumasa Fukui, 
Wataru Nishiyama, Akitoshi Katsumata
Department of Oral Radiology Asahi University, School of 
Dentistry

いわゆるエナメル上皮線維歯牙腫は歯原性混合腫瘍
に属し、WHOの旧分類で歯原性上皮と間葉との両者
からなる稀な疾患とされていた。画像所見では、境界
明瞭な病変内部に種々の量のX線不透過像を認める
とされている。今回、CTが診断に有効であった症例
を経験したので報告する。
患者は18歳の男性。顎の歪みを訴えて近在歯科医
院を受診し、朝日大学歯学部附属病院を紹介されて来
院した。初診時に自覚症状はなく、疼痛・腫脹は見ら
れなかった。パノラマおよび側面X線像にて、複雑
な形状のX線不透過塊により上方へ圧排された左側
上顎智歯を認めた。CTでは、左側上顎智歯の歯冠周
囲腔が含歯性嚢胞様に拡大し、その内部に塊状で辺縁
不正な石灰化物を思わせる構造を認めた。病巣は骨膨
隆を示し周囲との境界は明瞭であった。病変の長径は
26.3㎜、短径14.2㎜で硬組織塊のCT値は歯の硬組
織と同等の1,600から3,000に分布した。CT画像の
結果より、別個であると思われた埋伏智歯と歯牙腫は
同一病巣に包含されることがわかり、エナメル上皮線
維歯牙腫を疑った。
腫瘍摘出術が行われ、病理組織診断はいわゆるエナ
メル上皮線維歯牙腫であった。現在、経過観察中であ
るが再発は確認されていない。
CTで病変を三次元的に詳細に観察できたため、い
わゆるエナメル上皮線維歯牙腫であろうと画像診断を
得る事ができた症例であった。

P-07
口内法 IP用保持具を用いた 

スタンダードプリコーションの提案

○桒田 勤1）、泉 雅浩2）、木瀬 祥貴2）、清水 康行2）、
勝又 明敏3）、有地 榮一郎2）

1）愛知学院大学歯学部附属病院、 
2）愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座、 
3）朝日大学歯学部 口腔病態医療学講座 歯科放射線学分野

A proposal for standard precautions using IP holder 
in dental radiography

○Tsutomu Kuwada1）, Masahiro Izumi 2）, Yoshitaka Kise 2）, 
Yasuyuki Shimizu 2）, Akitoshi Katsumata3）, Eiichiro Ariji 2）

1）Division of radiological Technology, Aichi Gakuin University, 
Dental Hospital, 2）Department of Oral and Maxillofacial 
Radiology, School of Dentistry, Aichi Gakuin University,  
3）Department of Oral Radiology Asahi University, School of 
Dentistry

口内法撮影におけるスタンダードプリコーションは、
いくつかの取り組みが報告されているが、どのような
方法を用いても時間と労力、そして費用の負担は避け
られない。そのため、各医療機関の実情に即したスタ
ンダードプリコーションを選択する必要がある。しかし
ながら、現在、その選択肢は非常に少なく、スタンダー
ドプリコーションが実現できていない歯科医院も多いと
思われる。今回、我々はその選択肢の一つに成り得る
と考えられた口内法 IP用保持具（スマートグリップ）を
用いたスタンダードプリコーションを提案する。
スマートグリップは、主に感染防止と被曝低減を目
的に開発されたチタン製ヘラ型保持具で、指の代わり
に先端の保持具に IPを固定するものである。さらに、
器具全体に唾液感染防止袋をかぶせるため、器具と
IPは直接唾液に触れることはない。以下が我々の提
案する操作手順である。
1）撮影者は手袋を着用
2） 基本セットとペーパータオル、必要機材を撮影室
内に準備

3）スマートグリップに IPを装着
4）ペーパータオル上で唾液感染予防袋をかぶせる
5） ミラーで口腔内を確認し、スマートグリップを撮
影部位へ位置付けし、患者に持たせる

6）撮影後はピンセットで唾液感染予防袋を廃棄
この操作では、撮影者の手袋も唾液に触れる可能性
は低く、スタンダードプリコーションの簡便化が図れ
る。今後、患者を対象に臨床的有用性や問題点につい
て検討を行っていく。
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歯科用コーンビームCT画像を用いた 

上顎結節部の骨形態の観察

○浅海 利恵子、河合 泰輔、浅井 まどか、佐藤 健児、
代居 敬
日本歯科大学 生命歯学部 歯科放射線学講座

Observation of the bone morphology around 
maxillary tuberosity using a cone beam CT images

○Rieko Asaumi, Taisuke Kawai, Madoka Asai, Kenji Sato, 
Takashi Yosue
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Life 
Dentistry at Tokyo, Nippon Dental University

【目的】 上顎臼歯部へのインプラント治療は、骨吸収
や上顎洞などの影響を考慮する必要がある。そこで上
顎結節部は比較的骨量が確保できると言われることか
らこの部位へのインプラント埋入が行われることがあ
る。しかしながら上顎結節部の骨質は脆弱である、あ
るいはインプラントの支持・維持には皮質骨の厚さが
関連するという報告がある。本研究では、歯科用コー
ンビームCT（CBCT）画像から上顎臼歯部無歯顎に
おける上顎結節部の骨形態および骨構造を観察するこ
とを目的とした。
【方法】 試料は日本歯科大学生命歯学部解剖学第一講
座所蔵の解剖献体25体50側とし、上顎大臼歯欠損試
料を抽出した。CBCT撮影を行い、得られた冠状断
画像から上顎結節部の形態および内部構造を観察した。
上顎結節最後端部から5 ㎜、10 ㎜前方の位置での頬
舌的骨幅、頬・舌側の皮質骨厚さ、Gray scale 値の
計測をし、骨量に対する骨質の検討を行った。
【結果】 骨量と皮質骨の厚さ、Gray scale 値の間に有
意な関係は見られなかった。皮質骨と海綿骨の境界や
骨梁構造が明瞭でない試料が多く存在した。
【考察および結論】 骨量と骨質の間に相関関係が見ら
れなかった。インプラント埋入を検討する際、骨量だ
けではなく、骨粗鬆症などの全身的な影響を考慮する
必要があると考えられた。CBCT画像で、皮質骨お
よび海綿骨の内部構造を観察することができた。

P-09
歯原性腫瘍との鑑別が必要であった 

内反性乳頭腫

○六本木 基1）、高橋 徳明1）、泉澤 充1）、星野 正行1）、
佐藤 仁1）、東海林 理1）、小豆嶋 正典1）、 
宮本 郁也2）、山田 浩之2）、武田 泰典3）

1）岩手医科大学 顎顔面再建学講座 歯科放射線学分野、 
2）同 顎顔面再建学講座 口腔外科学分野、 
3）同 病理学講座 病態解析学分野

Inverted Papilloma Mimicking Odontogenic Tumor

○Motoi Roppongi1）, Noriaki Takahashi1）, 
Mitsuru Izumisawa1）, Masayuki Hoshino1）, 
Hitoshi Sato1）, Satoru Shoji1）, Masanori Shozushima1）,
 Ikuya Miyamoto2）, Hiroyuki Yamada2）, Yasunori Takeda3）

1）Division of Dental Radiology, Department of Oral Maxillofacial 

Reconstructive Surgery, School of dentistry, Iwate Medical University, 

2）Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Oral 

Maxillofacial Reconstructive Surgery, School of dentistry, Iwate 

Medical University, 3）Division of Anatomical and Cellar Pathology, 

Department of Pathology, Iwate Medical University

鼻・副鼻腔内反性乳頭腫は比較的希な良性腫瘍であ
るが、再発や扁平上皮癌へ進展したとの報告もある。
その多くは鼻腔側壁から発生し、上顎洞や篩骨洞に進
展するとされ、上顎歯槽部・硬口蓋部に生じた症例の
報告は極めて希である。
34歳の男性、口蓋部の疼痛を主訴に来院した。現
病歴として2017年1月から口蓋部の腫脹と消退を繰
り返していた。その後、疼痛が生じため近歯科医院受
診、精査加療目的に当院口腔外科紹介となった。
口腔内所見では口蓋正中部前方に直径30 ㎜大の膨
隆を認め、波動・圧痛を伴っていた。粘膜の発赤は軽
度であった。
パノラマX線写真では、鼻腔底及び両側上顎洞底
の挙上を伴う単房性の透過像を認め、上顎中切歯歯根
に破折を認めた。CBCT及びCT所見では上顎前歯
部に単房性の嚢胞様低吸収域を認め、低吸収域には膨
隆傾向がみられ、皮質骨の菲薄化と一部欠損を伴って
いた。切歯管の一部は上左側方向に偏位していた。
MRI所見では上顎前歯部にT1WIで低信号、T2WI
で不均一な高信号を呈し、ガドリニウムで辺縁のみ造
影される所見を認めた。
画像所見から、歯原性腫瘍や切歯管嚢胞が鑑別に挙
げられた。
開窓術時の病理組織検査は角化重層扁平上皮の増殖
からなる内反性乳頭腫であった。
今回、上顎前歯歯槽部に生じた内反性乳頭腫を経験
したので画像診断学的検討を加え報告する。
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臼後部に生じたmucinous cystadenomaの1例

○永山 知宏1）、長澤 大成1）、松本 邦史1）、 
末永 重明1）、犬童 寛子1）、坂元 亮一2）、 
近藤 智之3）、杉浦 剛2）、仙波 伊知郎3）、馬嶋 秀行1）

1）鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野、 
2）同 顎顔面疾患制御学分野、3）同 口腔病理解析学分野

A case of mutinous cystadenoma arising from the 
retromolar region
○Tomohiro Nagayama1）, Taisuke Nagasawa1）,  
Kunihito Matumoto1）, Shigeaki Suenaga 1）, Hiroko Indo 1）, 
Ryoichi Sakamoto2）, Tomoyuki Kondo3）,  
Tsuyoshi Sugiura 2）, Ichiro Semba 3）, Hideyuki Majima1）

1）Department of Maxillofacial Radiology Kagoshima University 

Graduate School of Medical and Dental Sciences, 2）Department 

of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Sciences Kagoshima 

University Graduate School of Medical and Dental Sciences,  

3）Department of Oral Pathology Kagoshima University Graduate 

School of Medical and Dental Sciences

【緒言】  Cystadenomaは嚢胞状に拡張した腺腔を形
成して増殖するまれな良性腫瘍で、頭頚部領域では耳
下腺と小唾液腺に好発し、病理組織学的に papillary 
cystadenoma とmucinous cystadenoma に分類され
る。小唾液腺に生じたmucinous cystadenomaの報
告は極めて少なく、これまで画像所見について詳細な
報告はない。
【症例】 84歳、女性。下顎左側臼後部の腫脹を主訴に
来院した。大腸癌（19年前）と子宮癌（16年前）の既往
がある。口腔内は、下顎左側臼後部粘膜に示指頭大の
境界明瞭、弾性硬（一部軟）、表面平滑な暗紫色の腫瘤
性病変を認めた。造影CTでは、下顎左側臼後部に境
界明瞭、類円形、辺縁平滑な15×14 ㎜大の腫瘤を認
めた。病変内部は不均一で周辺部に造影効果を認めた。
骨破壊像は認めず、小唾液腺良性腫瘍が考えられた。
MRIでは、同部にT1WIでやや高信号、T2WIで低
信号を呈する境界明瞭な類円形の腫瘤を認めた。病変
内部は一部不均一で造影効果は乏しく、ADC低値で
あった。以上の所見から、唾液腺腫瘍、悪性黒色腫お
よび血腫などが考えられたが、良悪性の鑑別とともに
画像診断は困難であった。全麻下での腫瘍切除術を施
行した。摘出物の割面では、血液を混じた粘稠な粘液
が嚢腔内に充満していた。病理組織学的にmucinous 
cystadenomaと診断された。
【まとめ】  今回、我々は下顎左側臼後部に生じ、画像
診断に苦慮したmucinous cystadenoma の1例を経
験したので報告した。

P-11
頭頸部転移リンパ節における 

Shear Wave Elastographyの有用性

○白石 朋子1）2）3）

1）福岡歯科大学 診断・全身管理学講座 画像診断学分野、 
2）九州大学歯学研究院 口腔画像情報科学分野、 
3）福岡歯科大学医科歯科総合病院 放射線室

Usefulness of Shear Wave Elastography in 
metastasis to head and neck lymph nodes

○Shiraishi Tomoko1）2）3）

1）Section of Image Diagnosis, Department of Diagnostics and 
General Care, Fukuoka Dental College,  
2）Department of oral and maxillofacial radiology, School of 
Dental Science, Kyushu University,  
3）Radiology Center, Fukuoka Dental College Medical and 
Dental hospital

【目的】 超音波剪断波による硬度測定（Shear Wave 
Elastography：SWE）が、頸部リンパ節の転移・非
転移の鑑別に有用であるか検討する事。
【対象と方法】 対象は、頭頚部悪性腫瘍患者の頸部リ
ンパ節計86個（転移：24個、炎症：62個）。装置は、
ACUSON S2000 HELX（SIEMENS社）で、Bモード、
パワードップラモード及びElastography を行った。
評価項目は、hilumの有無・内部エコーの有無・長
径・血流パターンおよび剪断波速度（Shear Wave 
Velocity：SWV）である。6項目において、転移・炎
症群で有意差があるか検討し、次に多変量ロジス
ティック回帰分析を行い、鑑別に最も有効な所見を検
討した。
【結果】 hilum・内部エコー・血流パターンはいずれも
有意差を認めた（P＜0.0001、Chi-squared test）。転
移リンパ節の短径は、炎症性より大きく（P＜0.0001、
Wilcoxon’s test）、SWVは、炎症性リンパ節よりも有
意に高値であった（P＜0.0001、Wilcoxon’s test）。ロ
ジスティック回帰分析の結果、hilumと SWEが鑑別
に有効な所見であり、2つの所見を加味するとAz値
は、0.97であった。
【結論】 SWEは、転移・炎症の鑑別に有用な情報で
あり、observer performanceの向上に有効であった。
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口腔癌における拡散MRI： 

ADC mapの有用性

○小椋 一朗1）、佐々木 善彦1）、亀田 綾子2）、 
諏江 美樹子1）、織田 隆昭1）

1）日本歯科大学新潟病院 放射線科、 
2）日本歯科大学 新潟生命歯学部 歯科放射線学講座

Diff usion-weighted imaging in the oral cancer：
usefulness of apparent diff usion coeffi  cient maps

○Ichiro Ogura1）, Yoshihiko Sasaki1）, Ayako Kameta2）, 
Mikiko Sue1）, Takaaki Oda1）

1）Radiology, The Nippon Dental University Niigata Hospital,  
2）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, The Nippon 
Dental University School of Life Dentistry at Niigata

【目的】 拡散強調像（diff usion-weighted imaging：
DWI）で拡散係数を取り扱う場合には、純粋な拡散現
象のみを表現していないため、みかけの拡散係数
（apparent diff usion coeffi  cient：ADC）と呼ばれるこ
とがある。臨床的に拡散強調像を解釈する場合には、
T2の影響を受けているかの判断が困難な場合がある
が、ADCを画像化（ADC map）することにより、そ
の判断が容易である。また、定量的に評価が可能であ
る利点も有する。そこで本研究では、口腔癌のADC 
mapの有用性について検討した。
【方法】 2016年10月から日本歯科大学新潟病院放射
線科に来院し、MRI検査を施行した症例のうち、病
理組織検査にて確定診断を得た口腔癌、良性腫瘍およ
び嚢胞を対象とした。これらにおけるDWI（isotropic
およびMIP像）とADC mapについて検討した。
【成績】 口腔癌のADCは良性腫瘍や嚢胞に比べ低値
を示した。
【結論】 口腔癌の拡散MRIにおいて、ADC map は
有用であることが示唆された。

P-13
ビスホスホネート関連顎骨壊死における 

下顎頭のMRI信号の有用性

○平原 尚久、金田 隆、村岡 宏隆、村松 輝晃、 
伊東 浩太郎、能田 茉莉江
日本大学松戸歯学部 放射線学講座

Usefulness of MRI signal of the mandibular condyle 
in Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw

○Naohisa Hirahara, Takashi Kaneda, Hirotaka Muraoka, 
Teruaki Muramatsu, Kotaro Ito, Marie Noda
Department of Radiology, Nihon University School of Dentistry 
at Matsudo

Purpose: The purpose of this study was to assess 
changes in the MRI signal of the mandibular con-
dyle that could have been due to the presence of 
BRONJ. 
Material and Methods: Twenty-eight patients with 
BRONJ and jaw pain who underwent MRI examina-
tion of the jawbone at our hospital from August 2006 
to December 2015 were included in this study. In 
particular, we focused on the relation of bone mar-
row signals of the mandibular condyle in BRONJ 
patients on the same side of the face that exhibited 
jaw symptoms versus on the side with no symp-
toms. And, we classifi ed abnormal bone marrow sig-
nals in the mandibular condyle into four types.
Results: Overall, 83.3% of the patients diagnosed 
with BRONJ exhibited an abnormal bone marrow 
signal in the mandibular condyle on the same side 
of the face that suff ered jaw pain. This abnormal 
signal was present signifi cantly more frequently on 
the side of the face with the jaw symptoms than 
on the side without symptoms. And, among the 30 
TMJs which had an abnormal bone marrow signal 
from the mandibular condyle on the same side as 
the symptoms, 5 (16.6%) were type 1, 16 (53.3%) 
were type 2, 3 (10.0%) were type 3, and 6 (20.0%) 
were type 4.
Conclusion: Patients with BRONJ displayed an ab-
normal MRI signal in the mandibular condyle on the 
side of the face with jaw symptoms. This result sug-
gested that MRI signal of the mandibular condyle 
in BRONJ could be useful informations in clinical 
situations.
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頸部リンパ節の大きさと正常下垂体の相関：
MRイメージングによる評価

○村岡 宏隆、平原 尚久、飯塚 紀仁、村松 輝晃、
川島 雄介、伊東 浩太郎、金田 隆
日本大学松戸歯学部 放射線学講座

Correlation between cervical lymph nodes size 
and normal pituitary gland：evaluation with MR 
imaging

○Hirotaka Muraoka, Naohisa Hirahara, Norihito Iizuka, 
Teruaki Muramatsu, Yusuke Kawashima, Kotaro Ito, 
Takashi Kaneda
Department of Radiology, Nihon University School of Dentistry 
at Matsudo

Objective: MR evaluation of lymph nodes and nor-
mal pituitary gland is important for the diagnosis 
and prognosis of patients with lymphadenopathy. 
Little attention that correlation between cervical 
lymph nodes and normal pituitary gland. The pur-
pose of this study was to investigate the correlation 
between cervical lymph nodes size and normal pitu-
itary gland using MR imaging.
Material and Methods: This study included patients 
( 12 men, 48 women; 20- 82 years of age, mean age 
47.2 years) who underwent magnetic resonance im-
aging (MRI) of the temporomandibular disorders 
at the Nihon University School of Dentistry Hos-
pital, Matsudo, Chiba, Japan, from April 2015 to 
March 2016. Analyzing the STIR axial images, the 
short-axis diameter of lymph nodes in the neck re-
gion, and pituitary gland data’s were recorded on 
T1 sagittal images. 
Result: The size of retropharyngeal lymph nodes 
was signifi cantly diff erent by pituitary gland signal 
intensity (P ＜ .05). 
Conclusion: Our present study suggested the cor-
relation between retropharyngeal lymph nodes size 
and normal pituitary gland using MR imaging.

P-15
歯原性腫瘍のMR診断における 
FLAIR画像の有用性
○Sugianto Irfan1）2）、此内 浩信1）、柳 文修3）、
久富 美紀3）、村上 純3）、藤原 敏史1）、難波 友里1）、
Bamgbose Babatunde1）、Khasawneh Abdullah1）、
浅海 淳一1）3）

1）岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 歯科放射線学分野、 
2）ハサヌディン大学歯学部 口腔放射線科 マカサルインドネシア、
3）岡山大学病院 歯科放射線・口腔診断科

Diagnostic value of FLAIR MRI for Odontogenic 
tumors containing solid and cystic portion
○Irfan Sugianto1）2）, Hironobu Konouchi1）, Yoshinobu Yanagi3）, 
Miki Hisatomi3）, Jun Murakami3）, Toshifumi Fujiwara1）, 
Yuri Nanba1）, Babatunde Bamgbose1）, 
Abdullah Khasawneh1）, Junichi Asaumi1）3）

1）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Okayama 

Universit y Graduate School of Medicine, Dentistry and 

Pharmaceutical Scien ces, Okayama, Japan, 2）Department of Oral 

Radiology Faculty of Dentistry Hasanuddin Univ ersity Makassar 

Indonesia, 3）Department of Oral Diagnosis and Dentomaxillofacial 

Radiology, Ok ayama University Hospital, Okayama, Japan

Introduction: Contrast enhanced (CE)-MR image is 
useful to distinguish cyst and solid portion. However 
the CE-MR examination is contraindicate in patients 
with renal disease. Fluid-attenuated inversion recov-
ery (FLAIR) image is one of methods which signal of 
fl uid is suppress.
Objectives: In this study, we investigated whether a 
FLAIR image was useful for detection of the solid 
portions as well as suppression of the cystic portions 
of the ameloblastoma and KCOT.
Materials and methods: We restrospectively examined 
15 patients, includes 11 ameloblastomas and 4 KCOTs. 
FLAIR image and STIR image were obtained in all 
patients, CE-T1 weighted image (WI) and CE-FLAIR 
on 12 patients. On CE, the enhanced area was defi ned 
as the solid portion and the non-enhanced area was 
defi ned as the cystic portion. Each area was evaluated 
visually on the FLAIR and STIR image.
Results: On FLAIR image, cyst portion was able to 
detect in all cases. The solid portion showed low to 
moderate signal intensity (SI). The cyst fl uid was ob-
served markedly high SI on STIR image. However, 
the cystic area was visualized wider than on CE-T1 
WI. Therefore, the solid portion had hidden by the 
cystic portion in some cases.
Conclusions: When CE-MR examination can't be per-
formed, FLAIR in the diagnosis of multicystic type of 
ameloblastoma and KCOT is useful.
Key words: ameloblastoma, KCOT, MRI, FLAIR, con-
trast enhanced MRI, imaging diagnosis
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顎関節症の咬筋部疼痛に対する脳賦活部の解析：
functional MRIを用いた研究

○末永 重明1）、永山 邦宏2）、長澤 大成1）、 
永山 知宏1）、松本 邦史1）、犬童 寛子1）、 
宮脇 正一2）、馬嶋 秀行1）

1）鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野、 
2）同 歯科矯正学分野

Functional MRI analysis of brain activation area for 
pain symptoms of masseter muscle in TMD patients

○Shigeaki Suenaga1）, Kunihiro Nagayama2）,  
Taisuke Nagasawa1）, Tomohiro Nagayama1）,  
Kunihito Matsumoto1）, Hiroko Indo1）,  
Shouichi Miyawaki2）, Hideyuki Majima1）

1）Department of Maxillofacial Radiology, Kagoshima 
University Graduate School of Medical and Dental sciences, 
2）Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 
Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental 
sciences

【目的】 顎関節症において、咀嚼筋の機能異常を脳賦
活と関連づけた報告は皆無である。我々は fMRIを用
いて、咬筋部の疼痛症状と脳賦活との関連性について
検討した。
【方法】 対象者は、個性正常咬合を有するボランティ
ア12名と咀嚼筋部や顎関節部に疼痛のみられた顎関
節症患者15名で、すべて右利きであった。
fMRI撮像はEPI法を使用して脳賦活域のAxial 画
像を得た。負荷の方法は、患者に随意のクレンチング
を可及的に強く行うように指示し、負荷時と安静時を
30秒間ずつ3回繰り返した。賦活部位は、MATLAB
と SPM 8ソフトを使用して、標準脳テンプレートに
カラーマッピングを行い抽出した。
【結果】 
① ボランティア群では、クレンチング負荷により左
右側の大脳皮質咀嚼野に賦活がみられた。

②  顎関節症群では、咬筋部の疼痛発現により前頭前
野背外側部が賦活し、疼痛側における大脳皮質咀
嚼野の賦活が減少することでクレンチングが抑制
されることが示された。

③  一方、顎関節症群のうち顎関節部の疼痛側では、
SMC領域の賦活は上昇の傾向を示した。

【結論】 fMRI を用いた脳賦活域の検討から、咬筋部
の疼痛発現によるクレンチングの抑制には、前頭前野
背外側部が賦活と疼痛側における大脳皮質咀嚼野の賦
活減少が密接に関与していることが示唆された。

P-17
舌ステントを用いた舌癌の 

MRIモーションアーチファクトの軽減

○稲冨 大介1）、香川 豊宏2）、佐藤 守1）、白石 朋子2）、
湯浅 賢治2）、吉田 兼義3）、髙橋 裕3）

1）福岡歯科大学医科歯科総合病院 放射線室、 
2）福岡歯科大学 診断・全身管理学講座 画像診断学分野、 
3）同 咬合修復学講座 有床義歯学分野

Eff ect of tongue stent on reducing motion artifacts 
in MRI of tongue cancer

○Daisuke Inadomi1）, Toyohiro Kagawa2）, Mamoru Sato1）, 
Tomoko Shiraishi2）, kenji Yuasa2）, Kaneyoshi Yoshida3）, 
Yutaka Takahashi3）

1）Radiology Center, Fukuoka Dental College Medical and 
Dental hospital, 2）Section of Image Diagnosis, Department 
of Diagnostics and General Care, Fukuoka Dental College, 
3）Section of Removable Prosthodontics, Department of Oral 
Rehabilitation, Fukuoka Dental College

【背景】 舌癌のMR画像は顎骨や舌の動きのアーチ
ファクトで診断が困難になることが多い。我々はアー
チファクト軽減のための舌ステントを開発し、その有
用性について報告を行った（歯科放射線学会第55回
九州地方会）。舌ステントを口腔内に装着した状態で
撮像することにより下顎骨と舌の動きが制御され、
アーチファクトを軽減することができた。しかし、上
下ステントの咬合面が滑りやすく、口呼吸がしにくい
という欠点を認めた。
【目的】 舌ステントを改良し、従来の舌ステントとの
比較を行う。
【対象・方法】 2名の被験者の上下歯列の印象採得後、
舌ステントを作成した。咬合面を滑りにくくし、口呼
吸にも対応可能な改良を行った。完成したステントを
用い、舌癌の検査を想定し、T1WI、T2WIおよび非
造影のT1WI Dynamic 撮像を行った。得られた画像
の下顎骨、舌、咽頭部において2.5 ㎜と7.5 ㎜のROI
設定を行い、Time Intensity Curve を作成しカーブ
に現れるノイズ成分を比較した。
【結果】 動きによるノイズ成分はほとんど認められな
かった。また、TICにおけるノイズ成分は、ROIの
大きさ、部位にかかわらず、舌ステントの使用によっ
て、ほぼ出現しなかった。しかし、咽頭部では舌ステ
ントを使用してもノイズ成分の減少は認めなかった。
【考察】 改良によって舌ステントの欠点は解消し、ほぼ
苦痛なく、検査時間中の装着が可能となった。また、舌
ステントは動きのアーチファクトの軽減に有効であった。
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小照射野歯科用コーンビームCTによる 

下顎管壁描出能の評価

○石井 浩子、鉄村 明美、能村 嘉一、中村 伸、 
倉林 亨
東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野

Visualization of the mandibular canal walls on 
limited volume cone-beam CT images

○Hiroko Ishii, Akemi Tetsumura, Yoshikazu Nomura,  
Shin Nakamura, Tohru Kurabayashi
Oral and Maxillofacial Radiology, Graduate School, Tokyo 
Medical and Dental University

【目的】 小照射野歯科用コーンビームCT（CBCT）に
よる下顎管壁の描出能について検討すること。
【対象と方法】 2012年4月から2016年8月までに本学
でCBCTにて下顎骨をFOV40×40 ㎜で撮影し、下
顎管がオトガイ孔中央から後方30 ㎜以上含まれてい
る86症例を対象とした。装置は3DX Multi Image 
Micro CT FPD8（モリタ社）を用い、管電圧87-90kV、
管電流5-8 mA、照射時間は9秒または18秒、ボクセ
ルサイズ0.08×0.08×0.08 ㎜だった。厚さ1 ㎜の
cross-sectional 画像（512×512 pixels）を作成し、下
顎管のオトガイ孔中心から後方の30 ㎜の範囲を3分
割し、前方からArea 1、Area 2、Area 3とした。2
人の観察者が各Area の10枚の画像のそれぞれにつ
いて下顎管上下壁の描出の有無を評価し、上下壁別、
Area別にスコア化して比較検討した。
【結果】 すべてのAreaで上下壁の描出能に有意差が
認められ、上壁は下壁よりスコアが低かった。Area
毎では、Area 1は上下壁ともArea 3より有意にスコ
アが低かった。下壁ではArea 1は Area 2、Area 2
はArea 3より有意にスコアが低かった。
【結論】 CBCTによる下顎管の描出能は、下壁より上
壁、後方部より前方部のオトガイ孔に近い領域で低
かった。

P-19
Evaluation of diagnostic image quality 

using cluster signal-to-noise analysis

○ウィーラワーニッチ ワラーンカナー1）、 
清水 真弓2）、竹下 洋平2）、岡村 和俊1）、 
吉田 祥子3）、吉浦 一紀1）

1）九州大学大学院歯学研究院 口腔画像情報科学分野、 
2）九州大学病院 口腔画像診断科、 
3）福岡歯科大学 診断全身管理学講座 画像診断学分野

Evaluation of diagnostic image quality using cluster 
signal-to-noise analysis

○Warangkana Weerawanich1）, Mayumi Shimizu2）,  
Yohei Takeshita2）, Kazutoshi Okamura1）,  
Shoko Yoshida3）, Kazunori Yoshiura1）

1）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of 
Dental Science, Kyushu University, 
2）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Kyushu 
University Hospital, 
3）Section of Image Diagnostics, Department of Diagnostics 
and General Care, Fukuoka Dental College

Purpose: 1) To assess correlation between four rep-
resentative parameters from cluster signal-to-noise 
analysis and diagnostic accuracy obtained in the de-
tection of mandibular canal by observers from pre-
vious study, under the same exposure conditions. 2) 
To clarify the relationship between contrast percep-
tibility and diagnostic accuracy.
Method: CBCT images of low contrast Tefl on phan-
tom were used. Four parameters: 1) true positive 
rate (TPR), 2) accuracy, 3) maximum TPR and 4) 
maximum accuracy were assessed in the correla-
tion with diagnostic accuracy. Combinations of hole 
depths which represented various perceptible con-
trast were evaluated in the correlations with diag-
nostic accuracy.
Results: Accuracy had the highest correlation with 
the diagnostic accuracy among four representative 
parameters. Regarding the combinations of hole 
depths, 0.3-0.7 and 0.1-0.7 mm had the highest cor-
relation with diagnostic accuracy in the mandibles 
with clear and unclear mandibular canals, respec-
tively.
Conclusion: We can use the accuracy obtained from 
cluster signal-to-noise analysis to evaluate the ef-
fects of exposure conditions on diagnostic accuracy. 
The models with unclear mandibular canals were 
preferable to simulate slight bone changes.
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犬歯窩における前上歯槽管の走行に関する 

X線学的検討

○浅井 まどか、浅海 利恵子、河合 泰輔、佐藤 健児、
代居 敬
日本歯科大学 生命歯学部 歯科放射線学講座

Radiographic analysis of the anterior superior 
alveolar in the cannine fossa

○Madoka Asai, Rieko Asaumi, Taisuke Kawai, Kenji Sato, 
Takashi Yosue
Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Life 
Dentistry at Tokyo, The Nippon Dental University

【目的】 上顎のインプラント治療において、犬歯窩周
囲は骨量が十分なため、埋入部位として利用される。
犬歯窩上方は骨形態が不規則であり、神経や血管束な
どが複雑に走行している。本研究の目的は、パノラマ
画像および歯科用CBCT画像による骨形態を分類し、
更に前上歯槽管の走行状態を検討することである。
【対象と方法】 乾燥頭蓋骨36体（72側）を、FH平面
を基準にパノラマ撮影および歯科用CBCT撮影を
行った。パノラマ画像で上顎洞内側壁と梨状口外縁と
の関係を4つに分類し、歯科用CBCT画像で犬歯窩
周囲の骨形態（3分類：台形型、三角形型、棒状型）
との関連性を検討した。また、ANSおよび梨状口外
縁から上顎洞前端までの近遠心的距離を計測した。更
に、歯槽管の有無を検討し、近遠心的距離に対して歯
槽管が占める割合を算出した。
【結果】 パノラマ画像と歯科用CBCT画像の骨形態
の関連性は、3つの分類で骨形態を表現することがで
きた。近遠心的距離は、どの骨形態においても上方に
行くほど小さくなった。歯槽管は、下方では走行が複
雑なため特定するのは困難であったが、梨状口外縁に
沿って走行し上方に行くにつれて上顎洞前端方向に横
行し、三角形型では全体の平均よりも歯槽管の占める
割合が大きく、棒状型は小さかった。
【結論】 インプラントを犬歯窩に埋入する際は、前上
歯槽管が複雑な走行を示すので、歯科用CBCTで確
認する必要性があると考えられた。

P-21
CT検査による埋伏過剰歯の臨床統計学的検討

○関谷 恵子1）、末光 正昌2）、関谷 浩太郎1）3）、 
能田 茉莉江1）、村松 輝晃1）、澤田 絵理1）、 
飯塚 紀仁1）、小澤 薫1）、金田 隆1）

1）日本大学 松戸歯学部 放射線学講座、2）同 口腔病理学講座、 
3）国立がん研究センター東病院 放射線診断科

Clinico-Statistical Study of Impacted Supernumerary 
Teeth using CT Examination

○Keiko Sekiya1）, Masaaki Suemitsu2）, Kotaro Sekiya1）3）,
Marie Noda1）, Teruaki Muramatsu1）, Eri Sawada1）, 
Norihito Iizuka1）, Kaoru Ozawa1）, Takashi Kaneda1）

1）Department of Radiology, Nihon University School of 
Dentistry at Matsudo, 2）Department of Oral Pathology, Nihon 
University School of Dentistry at Matsudo, 3）Department of 
Diagnostic Radiology, National Cancer Center Hospital East

【目的】 過剰歯は日常臨床において、しばしば遭遇す
る歯数異常疾患である。パノラマエックス線検査で埋
伏過剰歯が確認されることが多いが、埋伏位置により
歯列不正の原因となり抜去することがある。抜歯の可
否、抜歯時期の診断にCTを実施し、対象歯の位置、
形態、隣接組織との関係を正確に把握する必要がある。
しかしながらCTを用いた埋伏過剰歯の多数症例によ
る臨床的報告は乏しい。今回、日本大学松戸歯学部付
属病院のCT検査の中から、埋伏過剰歯症例について
臨床統計学的検討を行ったので報告する。
【対象と方法】 対象は2006年4月から2015年12月ま
でに当院にてCT検査を施行した34,077件のうち、
埋伏過剰歯症例816例とした。CT画像レポートから、
性別、年齢、依頼元、埋伏過剰歯数、部位、状態を調
査した結果、以下のような知見が得られた。
【結果】 
1. 性別は男性546例、女性270例で男性が多かった。
2.  年齢は4歳～84歳で中央値は9歳、年齢分布は10
歳未満が多かった。

3.  依頼元は口腔外科が460件、小児歯科が227件、そ
の他が129件であった。

4.  埋伏過剰歯数は1,038歯で、部位は上顎正中部が
721歯と最も多かった。

5.  方向は順生が431歯、水平が61歯、逆生が546歯
であった。

【結論】 術前の臨床所見およびCTでの画像所見によっ
て、埋伏歯の正確な位置・状態を把握することが最適
な治療方針の選択に重要であると改めて確認された。
被曝を考慮した撮影方法の検討も必要と考えられる。
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マウス毛根細胞における低線量放射線の影響

○長澤 大成、島袋 紀一、松本 邦史、末永 重明、
犬童 寛子、馬嶋 秀行
鹿児島大学大学院 医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野

Eff ects of low dose X-ray irradiation on cells of the 
mouse skin hair root

○Taisuke Nagasawa, Kiichi Shimabukuro,  
Kunihito Matsumoto, Shigeaki Suenaga, Hiroko Indo, 
Hideyuki Majima
Department of Maxillofacial Radiology Kagoshima University 
Graduate School of Medical and Dental sciences

【目的】 低線量被曝による細胞への影響やその影響の
出るエンドポイントについてはいまだ十分に明らかで
ないことが多い。本研究では毛根細胞に着目し、長期
間低線量X線に被曝したマウスと宇宙フライトマウ
スの皮膚切片を用い、低線量X線被曝による放射線
誘導細胞死関連因子の発現変化を解明することにより、
宇宙環境下での放射線被曝による生体への影響を明ら
かにする。
【材料と方法】 対照群、X線照射群（100 mGy/day, 
5days/week, 12weeks）、TEMPOL（抗酸化剤）投与
対照群［1 mM Tempol Water（3.7 μM/day）］、
TEMPOL投与X線照射群のそれぞれのマウス皮膚
切片を用い、HE染色・TUNEL染色を行い、核膜・
DNAの損傷を検出した。また、宇宙フライトを行っ
た野生型マウス、変異型マウスの皮膚切片を用い、核
膜・DNAの損傷について地上群と比較検討した。
【結果】 対照群およびTEMPOL投与群と比較して、
X線照射群では核膜異常、TUNEL染色陽性細胞が有
意に増加していた。一方、対照群とTEMPOL投与
X線照射群に有意差が認めらなかった。地上群と比較
して宇宙フライトマウス群では核膜異常及びTUNEL
陽性細胞が有意に増加していた。
【結論】 低線量X線被曝により、毛根細胞では酸化ス
トレスを機序とする細胞死が誘導されていることが明
らかになり、宇宙環境下でも同様の影響を受けると考
えられた。また、抗酸化剤により低線量X線被曝の
影響を軽減できる可能性が示唆された。

P-23
歯科用Optical coherence tomographyの 

空間分解能測定用テストチャートの開発

○渡邊 裕1）、栗林 亜実1）、角 保徳2）、倉林 亨1）

1）東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野、 
2）国立長寿医療研究センター 歯科口腔先端診療開発部

Developing a chart device for measuring spatial 
resolution of optical coherence tomography for 
dental use 

○Hiroshi Watanabe1）, Ami Kuribayashi1）, Yasunori Sumi2）, 
Tohru Kurabayashi1）

1）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Graduate 
School of Dentistry, Tokyo Medial and Dental University,  
2）National Center of Advanced Medicine for Dental and Oral 
Diseases, National Center for Geriatrics and Gerontology 

【目的】 本研究の目的は、歯科用Optical coherence 
tomography（OCT）の空間分解能を測定するテスト
チャートを開発することである。
【材料と方法】 2機種のOCT装置（Santec社製（Santec 
OCT）と吉田製作所社製（Yoshida OCT））を対象と
した。XY平面上の空間分解能を計測するため、テス
トチャートを作成した。このチャートは、2.3 ㎜厚の
ソーダ石灰ガラス上に厚さ1 ㎛のクロム蒸着を施して
おり、4, 6, 8, 12, 24, 32, 64, 128, 256, 512, 1,024 ㎛の
幅をもつ線対と、線対の連続的可変チャート、スター
ターゲットパターン、20 ㎛幅の格子パターン、4度傾
けた空間周波数応答パターンを設定した。このデバイ
スをOCTで撮影し、視覚的な評価を行なった。
【結果】 線対の観察から判断されるOCTの分解能は、
Santec OCTで64 ㎛、Yoshida OCTで64-128 ㎛で
あった。Yoshida OCTでは、スターターゲットパ
ターンの点対称性が認められず、これは水平方向に位
置した線対所見を反映していると考えられた。
【結論】 今回、新たに開発したテストチャートにより
2機種のOCTの空間分解能を計測することができた。
こうした得られた情報は、OCTを用いた診断や
OCT機器の品質保証に役立つことが期待される。
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in vivo micro CTを用いた Bmal-1遺伝子ノック
アウトマウスの下顎頭形態変化の継時的観察

○平井 重徳1）、川嶋 祥史1）2）、林 悠介1）、 
出澤 幸1）2）、雨宮 俊彦1）2）、澤田 久仁彦1）2）、 
江島 堅一郎1）2）、新井 嘉則1）、本田 和也1）2）

1）日本大学 歯学部 歯科放射線学講座、 
2）同 総合歯学研究所 高度先進医療部門

Observation of sequential morphological change of 
TMJ in BMAL1-knock out mice using in vivo 
micro CT

○Shigenori Hirai1）, Shoji Kawashima1）2）, Yusuke Hayashi1）, 
Ko Dezawa1）2）, Toshihiko Amemiya1）2）,  
Kunihiko Sawada1）2）, Kenichiro Ejima1）2）,  
Yoshinori Arai1）, Kazuya Honda1）2）

1）Departments of Oral and Maxillofacial Radiology,  
2）Division of Advanced Dental Treatment Dental Research 
Center Nihon University School of Dentistry

【目的】 哺乳類の恒常的な概日リズムの制御は、Bmal-1
遺伝子を含む時計遺伝子のグループなどが担っている
ことが知られている。このBmal-1遺伝子をノックア
ウトしたマウスでは、老化現象が早期から出現し、糖
代謝異常や脂肪細胞の分化などへの影響が明らかに
なっている。しかし、下顎頭の形態変化や石灰化の有
無についての報告はない。
【資料および方法】 資料にはC57/BL系統の24匹の
マウスを用いた。その内訳は、Bmal-1ノックアウト
マウス（KOマウス）14匹および野生型マウス（野生
マウス）10匹である。生後6週および10週から25週
にかけて5週間おきに吸入麻酔下でmicro-CT 10倍
で下顎頭の撮影を行なった。なお、本検討では食餌は
全て通常食を与えた。
【結果】 
1.  下顎頭の形態変化はKOマウスでは生後6週で28
部位中0部位、15週で1部位に発現し、28週では
28部位中11部位で確認された。一方、野生マウス
では、25週でも20部位中2部位であった。

2.  下顎頭の石灰変形と思われる形態変化はKOマウ
スでは生後6週で28部位中0部位、20週以降では
28部位中3部位で確認された。一方、野生マウス
では、25週でも20部位中0部位であった。

【まとめ】 Bmal-1遺伝子をノックアウトしたマウス
では、下顎頭にも老化現象が現れることを認め、概日
リズムが下顎頭形態変化に影響があることを示した。

P-25
携帯型口内法エックス線装置による 

手指被曝と後方散乱線除去用シールドの効果

○大高 祐聖1）、原田 康雄1）、井澤 真希1）、 
浅見 瑠璃2）3）、坂 英樹2）3）、奥村 泰彦1）

1）明海大学 歯科放射線学分野、2）同 歯科法医学分野、 
3）同 歯科法医学センター

Finger doses on portable intraoral X-ray units and 
eff ectiveness of backscatter shields 

○Yusei Otaka1）, Yasuo Harata1）, Maki Izawa1）,  
Ruri Asami2）3）, Hideki Saka2）3）, Yasuhiko Okumura1）

1）Division of Dental Radiology, Meikai University,  
2）Division of Forensic Odontology, Meikai University,  
3）Forensic Odontology Center, Meikai University 

【目的】 携帯型口内法エックス線装置NOMAD及び
NOMAD Pro は後方散乱線除去用シールド（以下、
シールドという）を備えており、手持ち使用を前提に
作製された機種であるため、付属機器にスイッチの延
長ケーブルがあるが、災害現場等では未使用な場合が
考えられる。本体のスイッチを使用する場合、スイッ
チを押す手指が最も被写体に近接し、手指の被曝線量
が多くなることが懸念される。そこで、本研究では手
指被曝線量を測定し、シールドの効果を考察した。
【方法】 エックス線装置はNOMAD及びNOMAD 
Pro（Aribex 社）を用いた。手指被曝線量の測定には
電子式個人線量計のMyDose mini（日立ヘルスケア
社）を用いた。被写体は、CT線量測定用頭部ファン
トムを用いた。コーン先端をファントムの側面に接し、
床面から1 mの高さに中心を設置し、本体スイッチ部
に線量計を設置した。線量計は積算値であるため、値
が100μSvを超えるまで装置の最大定格で複数回照射
し、1秒あたりの手指被曝線量を求めた。
【結果】 NOMADとNOMADPro の手指被曝線量は
0.21μSv/s と0.18μSv/s であり、シールドがない場
合にはそれぞれ3.6μSv/sと4.5μSv/sに増加した。
【考察】 装置の出力はほぼ同等であり、手指被曝線量
に大きな差異は認められなかった。また、シールドを
装着した場合、手指被曝線量は約1/17～1/25に減弱
されており、手指被曝防護に効果があると考えられた。
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デジタル口内法 X線撮影における検出器の比較

○ダシプンツァグ オユンバト1）、吉田 みどり1）、 
笠井 亮佑2）、前田 直樹1）、細木 秀彦1）、 
誉田 栄一1）

1）徳島大学大学院 医歯薬学研究部 歯科放射線学分野、 
2）徳島大学病院 診療支援部診療放射線技術部門

Comparison of image contrast for thicker and 
thinner objects among intraoral digital imaging 
detectors

○Oyunbat Dashpuntsag1）, Midori Yoshida1）,  
Ryousuke Kasai2）, Naoki Maeda1）, Hidehiko Hosoki1）, 
Eiichi Honda1）

1）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Tokushima 
University,  
2）Radiological Center of Tokushima University Hospital

3種類の口内法デジタル検出器、IP方式のDigora 
Optime（Soredex）、D と VistaScan Perio（Durr）、
VおよびCCD方式のMegadixel（Morita）、Mを用
い、線量と被写体の厚さの違いによるコントラストの
変化を検討した。骨を模擬したアルミ階段（0.5～
12 ㎜、0.5 ㎜ステップ）を対象とし、管電圧60kVで
照射時間を3種類（標準の1、1/2、1/10倍）に変化さ
せながら撮影を行った。金属充填物の効果を見るため、
鉛板を付加した撮影も行った。薄い被写体のコントラ
スト分解能は contrast noise ratio（CNR）で、厚い被
写体のコントラスト分解能はアルミ10 ㎜と11 ㎜のグ
レイ値の差（low contrast value、LCV）で評価した。
V画像データは、16bit から8bit に変換し、DとM
の画像データに合わせた。線量の違い、鉛の有無、検
出器の違いによるCNRと LCVの変動を多元配置分
散分析法により検討した。CNR はM＞ V＞ D、
LCVはM＞D＞Vの順になった。Mはアルミ厚さ
に関係なく、最も値がよかったが、線量の違いにより
値が大きく変化することから、適切な線量が必要であ
ることがわかった。Dでは自動濃度補正機構が備わっ
ているためVとの違いがみられた。CCD方式の検出
器が臨床的に問題なく使用できれば、画質的には最も
よい。IP方式を用いる場合の選択法は、歯周病治療
などにおける骨の微小な形成変化を診断するには高
bit 方式の検出器が、臼歯部の隣接面カリエスなどの
診断では、自動濃度補正機構が備わった検出器がよい
と考えられた。

P-27
東京医科歯科大学歯科放射線外来および学生撮影室
における歯科用Ⅹ線装置のQAの結果と日本歯科放
射線学会の診断参考レベル（DRL/2015）との比較
○大林 尚人1）、浅井 桜子1）、境野 利江2）、 
原田 康雄3）、井澤 真希3）、奥村 泰彦3）、倉林 亨1）

1）東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野、 
2）昭和大学 歯学部 口腔病態診断科学講座 歯科放射線医学部門、 
3）明海大学 歯学部 病態診断治療学講座（歯科放射線学分野）

Quality assurance of dental intraoral radiography at Tokyo 
Medical and Dental University Hospitals in comparison 
with the diagnostic reference levels of Japan 2015
○Naoto Ohbayashi1）, Sakurako Asai1）, Rie Sakaino2）,  
Yasuo Harata3）, Maki Izawa3）, Yasuhiko Okumura3）,  
Tohru Kurabayashi 1）

1）Section of Maxillofacial Radiology, Gladuate Scool of Tokyo Medical 

and Dental University, 2）Division of Radiology, Department of Oral 

Diagnostic Sciences, Showa University School of Dentisiry,  

3）Division of Dental Radiology, Department of Diagnostic and 

Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentisiry

【背景】 歯科用X線装置は広く普及しているものの、必ず
しも十分な品質保証（QA）がなされているとはいえない。
【方法】 東京医科歯科大学歯科放射線外来および学生撮
影室の歯科用Ⅹ線撮影装置のQAを行ない、防護委員
会によって報告された口内法Ⅹ線撮影における診断参考
レベル（DRL/2015）との比較を行った。計測には
RaySafe 社のX2を用い、コーン先端に検出器を設置し、
管電圧・照射時間・線量率・空気カーマ・総ろ過・半価
層厚などを計測した。
使用したⅩ線装置と画像記録系は以下の通り。

撮影装置 画像記録系
外 来 Max-iX IP（CareStream7600）
学生撮影室 Max-iX/Max-F1 Film（Insight）

【結果】 
• 設定照射時間と実照射時間との違い
 Max-iX では±3 ms の範囲に収まった。Max-F1
では17msほど実照射時間が短かった。
• コーン先端での空気カーマ
 外来）Max-iX は、すべての部位でDRL/2015を下
回った。
 学生撮影室）Max-iXはすべての部位でDRL/2015を
下回り、下顎前歯部では IPの外来よりも低かった。
いっぽう、Max-F1ではすべての部位でDRL/2015を
上回った。

【考察】 Max-F1の実照射時間が設定より短い理由は、
本装置が自己整流方式のためと考えられた。また、コー
ン先端での空気カーマ値がMax-iXより高いのは照射
面積が30%ほど小さい、ショートコーンである、両者
の線質が異なることが要因として考えられた。
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タブレット PC用アプリとして開発した 

咀嚼の非接触解析システム

○早川 吉彦1）、水上 京介2）、畠山 拓也2）、孫 氷玉3）

1） 北見工業大学工学部 地域未来デザイン工学科 機械知能・
生体工学コース、

2）同 情報システム工学科、
3）北見工業大学大学院 医療工学専攻

Development of Contactless Chewing-Cycle 
Detection Using Tablet-Type PC Device

○Yoshihiko Hayakawa1）, Kyosuke Mizukami2）,  
Takuya Hatakeyama2）, Bing Yu Sun3）

1）Dept. of Regional Innovation＆ Social Design Engineering, 
Faculty of Engineering, Kitami Institute of Technology,  
2）Dept. of Computer Science, Faculty of Engineering, Kitami 
Institute of Technology,  
3）Course of Medical Engineering, Graduate School, Kitami 
Institute of Technology

【目的】 日本咀嚼学会website には、食塊1口につき
30回の咀嚼が目安とあった。そんなには噛んでいな
いと実感した。工学部学生が探したある論文には「1
口あたり10回の咀嚼と35回の咀嚼では満腹を感じる
までの食事時間は2倍になったが食事量は減少した」
とあった。咀嚼回数の増加がダイエット法としても注
目できるのかと読んだ。そこで、顔画像の自動認識を
利用した非接触咀嚼解析システムを開発した。
【対象と方法】 アンドロイドOSのタブレットPC用
アプリとして製作した。キャプチャーした顔画像から
エッジ抽出処理をして口領域を指定し、両口角に特徴
点を設定して、その垂直方向に限定した移動量をオプ
ティカルフロー法で測定する。顔全体の動きを補償し
て、口や口唇領域の動きを検出する工夫も施した。
【結果】 タブレットPCはパフォーマンスが低い。シ
ステムを一通り製作したところ、キャプチャーした画
像1枚に対する画像認識・処理に1秒かかった。そこ
で、顔領域のピクセル数を減らす、エッジ抽出法を選
ぶ、移動量を計算する特徴点の数を減らす等の工夫で
それを約10分の1秒に減らし、毎秒8～9フレームを
処理して咀嚼の動きを波形として得た。波形を描くと、
咀嚼だけでなく、左右の口角に設定した特徴点の動き
から摂食や嚥下の瞬間も捉えた。咀嚼チェックガムで
記録したデータも供覧する。
【考察】 顔画像認識を利用して、非接触の咀嚼解析ス
テムを開発した。

P-29
骨塩定量ファントムを用いた骨密度と
固有振動数の関係に関する基礎的研究

○香西 雄介、印南 永、谷口 紀江、川股 亮太、 
櫻井 孝
神奈川歯科大学 顎顔面機能再建学講座 放射線応用科学分野

A basic study on relationship between bone mineral 
density and specifi c frequency using the bone 
mineral quantity phantom

○Yusuke Kozai, Hisashi Innami, Motoe Taniguchi,  
Ryota Kawamata, Takashi Sakurai
Division of Radiopraxis Science, Dpartment of reconstructive 
Oral and Maxillofacial Function, Kanagawa Dental University

【目的】 固有振動数は物体の形状や材質によって異な
り、刺激音と固有振動数が一致すると音が大きくなる
特性がある。本研究の目的は、固有振動数から骨密度
を推測することである。
【対象および方法】 実験には、骨塩定量ファントム
UHA型（京都科学）を用いた。ファントムはハイドロ
キシアパタイト相当量0～400 ㎎/㎝3まで、20 ㎎/㎝3

ステップの21個のブロックからなる。固有振動数の
測定は、プログラムにて100Hz間隔で100～8,000 Hz
までの音波を1秒間隔で発信するスピーカーとマイク
を用いた。スピーカー・マイク間にファントムを設置
し、ファントムを伝わった各周波数の音量を測定した。
0 ㎎/㎝3のファントムの測定値をベースラインとし、
ベースラインと比較して最も大きな音量を測定した周
波数を各骨密度の固有振動数とした。
【結果】 固有振動数は骨密度が20～280 ㎎/㎝3までの
範囲では、骨密度の増加に伴って高値を示す傾向がみ
られた。この範囲での骨密度と固有振動数の間には
R2=0.695（P＜0.01）の正の相関がみられた。一方で、
300 ㎎/㎝3以上の骨密度では固有振動数は急激に低値
を示し、この範囲での骨密度と固有振動数はR2= 
0.399（P=0.18）の負の相関であった。
【結論】 骨密度280 ㎎/㎝3以下の範囲では、固有振動
数を測定することで骨密度を推測できる可能性が示さ
れた。
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― 鹿児島について ―

皆様、NPO法人日本歯科放射線学会第58回学術大会、第14回定例総会大会長の

鹿児島大学 馬嶋 秀行です。ようこそ鹿児島へ、歓迎いたします。

2015年に鹿児島の仙巌園、尚古集成館、旧鹿児島紡績所技師館（異人館）などを含

む鹿児島の地域がユネスコ世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産」に登録されま

した。また来年、鹿児島は明治維新150年の年になります。

ユネスコ世界文化遺産「明治日本の産業革命遺産製鉄・製鋼・造船・石炭産業」

（https://www.city.kagoshima.lg.jp/kanko/sekaiisan/top/index.html）は、日本が西

洋以外で初めて近代化・工業化に成功したことに由来します。

そこで、幕末から明治維新にかけて、少し歴史を紐解きながら、鹿児島の紹介をさ

せていただきたいと思います。

1853（嘉永6年）年、諸外国の往来を禁じる鎖国政策を敷いていた徳川幕府に対し、

ペリー提督率いる黒船艦隊が浦賀（現在の神奈川県横須賀市）沖に現れ、開国を求めま

した。翌年1854（嘉永7年）年、ペリーは再び来航し、1ヶ月半の末、全12箇条からな

る日米和親条約を締結、調印しました。この頃から明治維新までを幕末と呼んでいます。

ちょうどその頃、鹿児島では、薩摩藩主島津斉彬が日本を強く豊かな国に生まれ代

わらせようと、「集成館事業」という近代化事業に取り組んでいました。事業の中核

となったのが鹿児島城下郊外の磯（仙巌園）に築かれた洋式工場群「集成館」でした。

ここには鉄製の大砲を鋳造するための反射炉や熔鉱炉、ガラス工場、蒸気機関の研究

所などがありました。仙巌園までの水路設置は18世紀初頭。それを1852年、途中か

ら新たな水路を築き集成館に水を引き、水を動力に用いました。そして1857年には

反射炉も完成し、鉄製砲製造に成功しました。

その後、1862年に生麦事件が起き、翌年の1863年には、薩英戦争が勃発しました。

薩摩側の砲台によるイギリス艦隊の損害は、死傷者63人だったそうです。その詳細は、

旗艦ユーライアラスの艦長や次官の戦死を含む死者13人、負傷者50人内7人死亡し

たとの記録が残されています。
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一方、薩摩側の物的損害は台場の大砲、火薬庫の他に、鹿児島城内の櫓門等損壊、

集成館、鋳銭局、寺社、民家350余戸、藩士屋敷160余戸、藩汽船3隻、琉球船3隻、

赤江船2隻が焼失と軍事的な施設以外への被害は甚大であり、艦砲射撃による火災の

焼失規模は城下市街地の「10分の1」になったそうです。このように物的損害は大

きかったのですが、死傷者は、祇園之洲砲台で税所清太郎（篤風）のみが戦死し、市

街地では流れ弾に当たった守衛兵が4人死亡、負傷者は13人だったそうです。

薩英戦争で焼失した集成館は、1865年に機械工場が完成。以後、次々と工場が建

てられ蘇りました。この機械工場が現存しています。日本にある最も古い洋風工場建

築物で、重要文化財、そして世界遺産の構成資産と成っています。また同年（1965年）、

薩摩は15名の留学生と4名の使節団を英国に派遣しています。薩摩は琉球王国まで

支配していたため、琉球を通じて中国との貿易を行い、世界の情勢をよく把握してい

ました。薩摩が行ってきた「抜け荷」、近代化事業は、また、日本を植民地化から防ぎ、

日本を独立した国家として認めさせ、近代化を推進したことになります。これが明治

維新に繋がりました。

ユネスコ世界文化遺産の登録には、島津家第33代であり、島津興業社長島津忠裕

氏がご尽力されました。本大会では特別講演として、島津忠裕氏をお招きしておりま

す。貴重なお話を拝聴できるものと思いますので、皆様の多数のご参加を心よりお待

ちしております。

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科
腫瘍学講座 顎顔面放射線学分野  

教授 馬嶋 秀行
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鹿児島維新  年表

1609年（慶長14年） 幕府のお墨付きをえた薩摩藩は、1609年に琉球を軍事的に制圧した。

1773年（安永2年） 第25代当主 島津重豪 明時館（天文館）設立。

1851年（嘉永4年） 島津斉彬が島津家第28代当主となる。日本の最南端にある薩摩藩は、
ペリーが黒船で浦賀に来航するずっと前から、諸外国の脅威に真っ先に
遭遇するところだった。そこで1840年代、通商を求める欧米列強の外
圧にさらされ、近代化に着手する。そして、1851年に藩主となった島
津斉彬による「集成館事業」により、反射炉建設や紡績など、後の日
本の急速な産業の近代化の礎となる日本の産業革命を成し遂げた。日本
の近代化は、鹿児島の地で始まった。

1852年（嘉永5年） 江戸中期に竣工された関吉疎水から伸びた吉野疎水が薩摩藩第28代当
主島津斉彬によって行われた集成館事業の動力源として利用された。

1853年（嘉永6年） 代将マシュー・ペリーが率いるアメリカ合衆国海軍東インド艦隊の蒸気
船2隻を含む艦船4隻が、日本に来航した。

1854年（嘉永7年） ペリー再び来航、日米和親条約を締結、調印。

1857年（安政4年） 旧集成館 反射炉設立。

1858年（安政5年） 寺山炭窯竣工。集成館事業で用いられる木炭を製造した石積み窯。

1858年
（安政5年8月24日）

第28代当主 島津斉彬 死去。

1862年
（文久2年9月14日）

生麦事件 横浜港付近の武蔵国橘樹郡生麦村で島津家の行列を乱したと
されるイギリス人4名のうち3名を島津家家来の奈良原喜左衛門、海江
田信義らが殺傷する（死者が1名、負傷者が2名）

1863年
（文久3年8月15日‒17日）

薩英戦争。薩摩島津家は2万5,000ポンドに相当する6万300両を幕府か
ら借用して支払ったが、これを幕府に返さなかった。

1865年
（慶応元年 4月17日）

15名の留学生と4名の使節団を英国に派遣。串木野市羽島浦から英国貿
易商グラバーが用意した蒸気船オースタライエン号で、密かに英国に旅
立った。

1865年 薩英戦争で焼失した集成館を再竣工。また次々に工場が再竣工された。

1868年 明治元年

2010年 日本歯科放射線学会 第15回臨床画像大会

2015年 第33代 島津忠裕氏 島津興業社長就任

2015年 明治日本産業革命遺産として、ユネスコ世界文化遺産に登録。

2017年 日本歯科放射線学会第58回学術大会開催。
第33代島津忠裕氏 島津興業社長 特別講演。

2018年 明治誕生150年
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協賛一覧（50音順）

広告企業

朝日レントゲン工業株式会社
NEC鹿児島支店
株式会社オンデマンドスクエア
株式会社学建書院
株式会社クロステック・アレイ株式会社（共同）
テクマトリックス株式会社
デンツプライシロナ株式会社
東京メディカルスクール株式会社
株式会社フラット
株式会社モリタ
株式会社吉田製作所

展示企業

朝日レントゲン工業株式会社
株式会社クロステック・アレイ株式会社（共同）
株式会社ジーシー
デンツプライシロナ株式会社
株式会社モリタ

寄付企業・団体

公益社団法人 鹿児島県歯科医師会
医療法人仁愛会 仁愛会病院
スズキ商事株式会社
デンツプライシロナ株式会社
メディア株式会社
株式会社吉田製作所

ランチョンセミナー

デンツプライシロナ株式会社
株式会社モリタ
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