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期 日 ：2022年３月５日（土） 
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会 場 ：ZoomによるWeb開催 

 

世話人会 

関東地方会世話人会 （12：30～13：00） 

 

 

 

 

担当世話人 河合 泰輔 

日本歯科大学生命歯学部歯科放射線学講座 教授 

 



＜第233回関東地方会参加登録のご案内＞ 

 

参加登録 

１．第233回関東地方会への参加は、下記リンク先のWebページにて参加登録をお願いいたします。 

 【 参加登録はこちら 】 

   https://zoom.us/meeting/register/tJElfu6trjMjHtJm4Nf1mzZnnYHlxeaWkAko 

登録後、ミーティング参加に関する情報の確認メールが届きます。 

（Zoomの無料アカウントを作成し、そのアカウントと同じメールアドレスで登録してください。） 

２．学会参加費2,000円を個人ごとに下記の振込先口座へお振込みをお願いいたします。 

入金確認と学会の参加確認が完了しましたら、後日、参加証と領収書をPDFでお送りいたします。 

＜振込先口座＞ 

銀行名：三菱UFJ銀行 

店番号：052（神楽坂支店） 

預金種目：普通預金 

口座番号：0849901 

口座名義：ニホンシカホウシャセンガッカイダイニヒャクサンジュウサンカイカントウチホウカイ 

ジュンビイインカイ 

３．参加登録および参加費入金締め切り 

  2022年３月４日（金）17：00 

 

ご視聴について 

・参加登録後に参加登録済メールが自動送信されます。学会参加･視聴は、メールに記載されている参加URLを

clickして起動するZoomアプリケーションにてご視聴ください。 

＊事前にZoomアプリケーションのインストールを推奨いたします。 

・通信環境の良い場所でご参加ください。 

・可能な限りマイク付イヤホンやヘッドセットをご利用ください。 

・参加中、PC負担軽減のため、発表者以外はマイクとビデオをOFFにしてください。 

  



発表要項 

１．発表時間は８分、質疑応答は２分です 

２．発表データはPower pointを使用した動画ファイル（MP4ファイル）を作成し、2/28(月)までに第233回

関東地方会事務局までお送りください。 

  なおご不明な点や、提出が遅れる際には第233回関東地方会事務局までご連絡ください。 

 ＊動画作成方法と動画ファイル送付方法の詳細については、発表者にお送りした発表要項を記載したメー

ルの添付ファイルをご参照ください。 

３．発表者の方は、事前に事務局とZoom上での動画試写と質疑応答の方法、接続等についての確認を行いま

す。 

４．当日、発表者は発表セッションの開始20分前までにZoomミーティングに入室してください。 

５．利益相反や著作権、個人情報などにはご配慮くださいますようお願い申し上げます。 

６．学会後、事後抄録（演題名/所属/氏名を含む400字程度：Word ファイル）をメールにてご提出ください。 

 

 
  データ送付・お問い合わせ 

＜第 233 回関東地方会 担当事務局＞ 

〒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 

担当世話人：河合 泰輔 

準備委員長：浅海 利恵子 

（ E-mail：asaumi-r@tky.ndu.ac.jp ） 



プログラム 

 

開会の挨拶（13：30）           開催世話人：河合泰輔（日歯大・歯放） 

 

一般演題 Session １  （13：40 ～ 14：10）                   

座長：岩田 洋（日歯大病・診断） 

１．核医学画像解析ソフトウェアVSBONE BSIを用いた骨転移患者のSPECT/CT画像評価 
小川瑠璃1、佐々木善彦2、亀田綾子1、諏江美樹子2、織田隆昭2、南 祥之1、小椋一朗1, 2 
1 日本歯科大学新潟生命歯学部歯科放射線学講座 
2 日本歯科大学新潟病院放射線科 

２．エナメル上皮線維歯牙腫のCT・MRI所見 
小日向裕太1、伊東浩太郎1、平原尚久1、村岡宏隆1、澤田絵理1、徳永悟士1、廣畠彰哉1、 
渥美龍雅1、末光正昌2、久山佳代2,、金田 隆1 

1 日本大学松戸歯学部放射線学講座 
2 日本大学松戸歯学部病理学講座 

３．パノラマエックス線画像における歯と歯槽頂の描出についての検討 
大島貴之1、浅海利恵子1、佐竹睦子2、河合泰輔1 

1 日本歯科大学生命歯学部歯科放射線学講座 
2 日本歯科大学附属病院放射線検査室 
 
休 憩 － 5分間 ― 

 
一般演題 Session ２  （14：15 ～ 14：45）           

座長：浅海利恵子（日歯大・歯放） 

４．歯科用コーンビームCTのリモートモバイルサービスにおける5G通信の試み 
江島堅一郎、伊藤源大、雨宮俊彦、新井嘉則 
  日本大学歯学部歯科放射線学講座 

５．ベクトル演算命令とOpen MP/Open ACC によるCT投影/再構成シミュレーションとお湯割りの作法 
The Look of Bug in your .... 

森田康彦1、渡邊 裕2、倉林 亨2 
１ いわき市 
２ 東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科口腔放射線医学分野 

６．いわき市におけるDIYと自治体貸与線量計による家屋線量低減(6)と各種農水産物の線量測定 
  森田康彦 

いわき市 
 

休 憩 － 10分間 ― 
  



一般演題 Session ３  （14：55 ～ 15：25）           

座長：神尾 崇（日歯大・歯放） 

７．SAPHO症候群との診断に至った下顎骨骨髄炎の１例 
児玉紗耶香1, 2、栗林亜実1、坂本潤一郎1、川島桜子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 木の花歯科医院 

８．急性歯性感染症患者の挿管方法に有用な画像所見の検討 
永浦まどか1, 2、齋藤圭輔2、塩谷伊毅3、神尾 崇1, 2、辻本源太郎3、安田麻子3、砂田勝久4、河合泰輔1, 2 

1 日本歯科大学生命歯学部歯科放射線学講座 
2 日本歯科大学附属病院放射線・病理診断科 
3 日本歯科大学附属病院歯科麻酔・全身管理科 
4 日本歯科大学生命歯学部歯科麻酔学講座 

９．全顎的な歯髄腔の狭窄がみられたステロイド長期使用患者の２症例 
渡辺尚子1、横山由加2, 3、小嶋郁穂2, 3、嶋田雄介2, 3、後藤弓里子2, 4、泉田一賢2, 4、熊坂 晃2, 4、 
飯久保正弘2, 3, 4 

1 東北大学病院卒後研修センター 
2 東北大学大学院歯学研究科歯科医用情報学分野 
3 東北大学病院顎口腔画像診断科 
4 東北大学病院周術期口腔健康管理部 

 
休 憩 － 5分間 ― 

 
一般演題 Session ４  （15：30 ～ 15：50）           

座長：齋藤圭輔（日歯大病・診断） 

10．頬粘膜に発生した内反性乳頭腫の１例 
渥美龍雅1、村岡宏隆1、平原尚久1、伊東浩太郎1、澤田絵理1、徳永悟士1、大塚航平1、廣畠彰哉1、 
小日向裕太1、末光正昌2、飯塚普子3、久山佳代2、小宮正道3、金田 隆1 

1 日本大学松戸歯学部放射線学講座 
2 日本大学松戸歯学部病理学講座 
3 日本大学松戸歯学部口腔外科学講座 

11．下顎骨に発生した平滑筋腫の１例 
香西雄介1、沢井奈津子1、印南 永2、谷口紀江2、泉 雅浩2、窪田展久3、櫻井 孝2 

1 神奈川歯科大学教育企画部 
2 神奈川歯科大学画像診断学分野 
3 神奈川歯科大学病理診断学分野 

 
休 憩 － 15分間 ― 

  



特別講演   （16：05～17：05）                                 

   座長：河合泰輔（日歯大・歯放） 
 「画像のみかた ～臨床歯科法医学の目～｣  
    岩原香織 先生  
   （日本歯科大学生命歯学部歯科法医学講座 教授） 
 
 
閉会の挨拶（17：05）                               開催世話人：河合泰輔（日歯大・歯放） 
 
 
関東地方会 情報交換会（17：15～ ）                     

  



特別講演 ｢画像のみかた ～臨床歯科法医学の目～｣ 

 

岩原 香織先生 

（日本歯科大学生命歯学部歯科法医学講座 教授） 

 

 

 画像診断機器の発達に伴い、得られる画像情報は多種多様となりましたが、それらを何に、どのように

活用するかによって、検査の選択を行い、得られた情報を患者さん等に還元することは、今も昔も変わら

ないと思います。 

 私自身も、診療において、診断、治療方法の決定、治療の効果判定、患者さんへの説明など、画像情報

を活用してきました。日常臨床では、医療を希望する方、医療が必要な方が対象となりますが、現在の私

の仕事における対象者は、自分で自分のことや状態を話すことができない、説明することができない、ま

た、説明したくない方などがほとんどで、生体だけではなく、死体も含まれます。 

 国家試験科目に歯科法医学が導入され、歯科大学、大学歯学部において、歯科法医学の講座や教室等が

設置されてきています。歯科放射線学においては、さまざまな専門分野があると思いますが、歯科法医学

についても同様です。当講座では、「臨床歯科法医学」を専門とし、災害医学・災害医療、子ども虐待な

どをテーマとして、教育や実務、研究を行ってきました。 

 ご承知の通り、多発する災害における歯科的個人識別（身元確認）や報道で連日、目や耳にする児童虐

待においては、検査としての画像撮影やその評価はたいへん重要です。医療における画像の重要性は先生

方が一番ご理解されていることと思いますが、講演では、臨床歯科法医学における画像のみかた、活用に

ついて「スクリーニングとマッチングの違い」、「成傷機序の推定」などをお話しさせていただきます。 

 

 

 

 

 

岩原香織先生ご略歴 

1999年 日本歯科大学歯学部卒業 

2000年 日本歯科大学附属病院臨床研修修了 

2000年 歯科診療所勤務（～2001年3月） 

2001年 金沢大学医学部附属病院歯科口腔外科・医員（～2002年3月） 

2002年 金沢大学大学院医学系研究科がん医科学専攻細胞浸潤学入学 

2006年 同・修了 

2006年 日本歯科大学生命歯学部歯科法医学センター・助教 

2007年 杏林大学医学部（法医学）・研究生（～2010年6月） 

2010年 日本歯科大学生命歯学部歯科法医学センター・講師 

2013年 日本歯科大学生命歯学部歯科法医学講座・講師（大学院講座） 

2017年 同・准教授 

2021年 日本歯科大学生命歯学部歯科法医学講座・教授  



日本歯科大学生命歯学部までの交通アクセス 

＊今回はオンライン開催の為、ご来校頂く必要はありません。 

＊大学内に視聴スペースの設置もございません。 

 

 

JR飯田橋駅 

総武線         飯田橋駅西口             より徒歩約５分 

地下鉄飯田橋駅 

東西線         飯田橋駅JR駅口（A4出口）     より徒歩約６分 

有楽町線       飯田橋駅牛込口（B2a出口）    より徒歩約６分 

南北線         飯田橋駅牛込口（B2a出口）    より徒歩約６分 

都営大江戸線   飯田橋駅牛込口（B2a出口）    より徒歩約６分 

地下鉄九段下駅 

東西線         九段下駅1番出口，7番出口     より徒歩約８分 

都営新宿線     九段下駅1番出口              より徒歩約８分 

半蔵門線       九段下駅1番出口              より徒歩約８分  



協賛一覧（50音順） 

 

広告企業 

 

株式会社アクシオン・ジャパン 

朝日レントゲン工業株式会社 

株式会社学建書院 

クロステック株式会社 

株式会社NOBORI 

株式会社フラット 

メディア株式会社 

株式会社モリタ 

 

寄付企業・団体 

 

IDCエンジニアリング 

朝日レントゲン工業株式会社 

一世印刷株式会社 

 

 

上記の皆様からご協賛を戴きました。 

主催者一同、心より御礼申し上げます。 

 















歯槽骨の骨密度を計測して
安全・安心な歯科診療を支援します

東京都文京区本郷3-26-6 NREG本郷三丁目ビル８F

デンタルスコープ

機能｜骨密度評価（ユーザーが指定する関心領域の画素値を解析し、骨密度と関連付けることによって、相対的な骨密度を評価する。）
【販売名称】DentalSCOPE（デンタルスコープ）　 【一般的名称】口外汎用歯科 X線診断装置用プログラム　【製造販売業者】メディア株式会社
本プログラムは、歯科医師の読影を補助するプログラムです。診断を確定させるものではありません。診断は歯科医師の責任において行ってください。

専用の器具（DentalSCOPEインジケーター）を使用して、
口内法（デンタル）X線画像を撮影し、『DentalSCOPE』で画像解析。
解析結果は、Excelを使用して分析等に活用できます。

【医療機器製造販売認証番号】 第302AFBZX00033000号

骨密度が既知の参照体の
骨密度計測。

画像上にROI（関心領域）を設定。
参照体の骨密度を基準として、
ROIの骨密度を計測。

歯内療法
■  治療後の根尖病巣の経過観察
■  根尖性歯周炎による
　歯槽骨の骨硬化の評価

歯周病
■  歯周病による歯槽骨吸収の進行の経時的
観察

■  歯周病治療の術後評価と経過観察

その他
■  加齢および骨粗鬆症による歯槽骨の骨密度低下の経時的観察
■  化骨延長術などの骨増生の術後評価と経過観察
■  抜歯窩や手術による骨欠損の治癒の経時的観察

■  骨粗鬆症に用いられるビスフォスフォネー
ト製剤などの骨吸収阻害薬による歯槽骨の
骨密度変化の経時的観察と顎骨壊死の予防

インプラント
■  インプラント埋入予定部位の歯槽骨の評価
■  インプラント治療後の歯槽骨の経時的観察

口腔内に影響を及ぼす全身疾患

幅広い
歯科診療領域に対応!

活用例

（一社）日本歯科医学会連合の「令和4（2022）年度研究課題募集」に採用

製品の詳細は ▶ デンタルスコープ　メディア 検索 https://md-scope.com/products/dental/




