
NPO 法人日本歯科放射線学会 
第 234 回関東地方会・第 41 回北日本地方会 

第 29 回合同地方会 
 

学術講演プログラム 
 

期 日：2022 年 8 月 27 日(土) 

13：00～17：10  

会 場：アルピコプラザホテル フロア 3 階 ミヤビエ( MIYABIE ) 

〒390-0815 長野県松本市深志 1－3－21 

開催方式：現地と Zoom によるハイブリッド開催 

世話人会ご案内 

関東地方会世話人会 (11：30～12：00) 

北日本地方会世話人会 (11：30～12：00) 

合同地方会世話人会 (12：00～12：50) 

 

大会長・担当世話人 田口 明 

松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 教授 

松本歯科大学病院歯科放射線科 科長 

松本歯科大学大学院歯学独立研究科 教授 
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プログラム 

開会の辞(13:00)            開催世話人：田口 明(松歯大) 

 

一般演題 Session 1 (13：10 ～ 14：00)             

座長：勝又明敏(朝日大) 

 

１．パノラマ X線写真からスクリーニングすべき骨粗鬆症患者の割合 

○杉野紀幸、黒岩博子、長内 秀、山田真一郎、森こず恵、田口 明 

松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 

 

２．顎顔面領域の症状を発端として血液疾患の最終診断に至った２症例 

〇中村 伸１、能村嘉一１、栗林亜実１、道 泰之２、石山裕之３、三浦雅彦１ 
１東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 歯科放射線診断・治療学分野 

２東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 顎口腔腫瘍外科学分野 

３東京医科歯科大学大学院 医歯学総合研究科 咬合機能健康科学分野 

 

３．２重撮影によるパノラマ X線断層撮影法の障害陰影軽減 

○浅倉翔一、佐々木辰彦、加藤正雄、木本英昭、久米駿佑、野村知世、松本邦史、 

新井嘉則 

日本大学歯学部歯科放射線学講座 

 

４．顎関節炎を生じた乳突蜂巣炎の一例 

○五十嵐千浪、小林 馨、伊東宏和、中島和則、若江五月、枝 卓志 

鶴見大学歯学部口腔顎顔面放射線・画像診断学講座 

 

５．日本人における２型糖尿病と歯周病重症度分類との横断的研究 

〇出分菜々衣１、田口 明２，３、宇田川信之２，４、岩崎由紀子５、吉成伸夫１，２ 

１松本歯科大学歯学部歯科保存学講座(歯周) 

２松本歯科大学大学院歯学独立研究科 

３松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 

４松本歯科大学歯学部生化学講座 

５松本歯科大学病院初診室 
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休憩 (14：00 ～ 14：10) 

 

特別対談 (14：10 ～ 15：00)                  

骨粗鬆症が口腔に与える影響－新たなる画像診断研究へ 

対談者 

勝又明敏 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座 教授 

田口 明 松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 教授 

 

休憩 (15：00 ～ 15：10) 
 

一般演題 Session ２ (15：10 ～ 15：50)            

座長：中村 伸(東医歯大) 

 

６．頸部 CTで強直性脊椎炎が疑われた顎関節強直症の１例 

○小嶋郁穂１,２、野上晋之介３、常陸 真４、嶋田雄介１,２、横山由加１,２、飯久保正弘１,２  

１東北大学病院 顎口腔画像診断科 

２東北大学大学院歯学研究科 歯科医用情報学分野 

３東北大学大学院歯学研究科 顎顔面･口腔外科学分野 

４東北大学病院 放射線診断科  

 

７．若年者に発生した舌癌の１例 ―画像所見と文献的考察― 

○谷口紀江１、泉 雅浩１、一木俊吾１、大道紳太郎１、香西雄介２、櫻井 孝１ 

１神奈川歯科大学歯学部画像診断学講座 

２神奈川歯科大学歯学部教育企画部 
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８．頭頸部放射線治療口腔管理システムの運用状況に関する検討 

○新垣理宣１,７、北本佳住２、村田真澄２、岡崎祥平２、清水祐理３、勝良剛詞４、 

小室美穂５、飯久保正弘６、三浦雅彦７ 

１群馬県立がんセンター 歯科口腔外科 
２群馬県立がんセンター 放射線治療部 

３群馬県立がんセンター 頭頸科 

４新潟大学医歯学総合病院 歯科放射線科 

５国立がんセンター中央病院 歯科 

６東北大学大学院歯学研究科 歯科医用情報学分野 

７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 

 

９．下顎骨骨髄炎患者における拡散強調画像を用いた下歯槽神経の定量評価 

○大塚航平、澤田絵理、平原尚久、村岡宏隆、伊東浩太郎、徳永悟士、岡田俊也、 

近藤 匠、廣畠彰哉、小日向裕太、金田 隆 

日本大学松戸歯学部放射線学講座 

 

休憩 (15：50 ～ 16：00) 
 

『特別講演』 (16：00 ～ 17：00)              

座長：田口 明(松歯大) 

『 乳がん - 増加している罹患数と多様化している治療 』 

伊藤研一 先生 

信州大学医学部外科学教室乳腺内分泌外科学分野 教授 
 

 

閉会の辞(17:10)            開催世話人：田口 明(松歯大) 

 

会員意見交換会 (17：30 ～ 19：30) 
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特別対談 

骨粗鬆症が口腔に与える影響 － 新たなる画像診断研究へ 

 

対談者 

勝又明敏 朝日大学歯学部口腔病態医療学講座 教授 

田口 明 松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 教授 

骨粗鬆症は脆弱性骨折に寄与し、生存率にも大きく影響するとされている。一方でこれ

までの疫学研究から、骨粗鬆症が口腔に与える影響が数多く報告されている。 

 

 歯周病（慢性歯周炎、根尖性歯周炎）の増悪と歯の喪失リスク増加 

 抜歯後治癒不全のリスクの増加 

 歯周病による骨粗鬆症リスク増加と骨粗鬆症治療薬の効果抑制 

 骨粗鬆症治療薬による歯周病（慢性歯周炎、根尖性歯周炎）改善 

 顎骨の脆弱性による歯の喪失リスク 

 

これらは疫学上の検証であり、実際に歯槽骨へどのように影響しているかは、未だ検証

が十分に行われていない。 

 

歯槽骨密度を定量的に評価する方法として、口内法Ｘ線画像による計測がある。従来多

くの臨床研究が報告されているが、骨密度を計測する汎用性の高いシステムがなかった事

もあり、歯科臨床現場に普及していない。 

近年，輝尽性蛍光体プレートによるデジタル口内法Ｘ線画像から歯槽骨密度を計測する

DentalSCOPEシステムが上市された。日本歯科医学会連合では、本システムを用いた「口

内法デンタルＸ線画像による顎骨の骨密度計測の臨床応用に関する研究課題」を募集して

いる。現在までに 19課題が採択され、研究がスタートしている。DentalSCOPEシステムお

よび日本歯科医学会連合の研究課題募集の概要についてご紹介する。 
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特別講演  

『 乳がん - 増加している罹患数と多様化している治療 』 

信州大学医学部外科学教室乳腺内分泌外科学分野 教授 

伊藤研一 

                                

がん研究振興財団から発行されている「がんの統計 2022」によると、2018年の女性のが

んの罹患数では乳がんが 93,858人と最も多く、本邦の女性のがんの 22.2%（約 1/5）を占

めている。乳がんによる死亡数は、長らく女性のがんの 5位であったが、2019年には胃が

んを抜いて 4位になった。さらに、40および 50代女性の悪性腫瘍による死亡では乳がん

が最も多く、本邦のがんによる死亡を減少させていくためには、乳がん対策は大きな課題

であると考えられる。 

一方、乳がんはホルモン受容体と上皮細胞増殖因子受容体２型（HER2）を用いたサブタ

イプ分類と、それに基づき内分泌療法剤、化学療法剤および抗 HER2薬の適応を判断する

「バイオマーカーによる治療の個別化」が、他の固形腫瘍に先んじて行われてきた。近年

ではさらに、細胞増殖に重要なシグナル伝達分子を標的とした分子標的薬や免疫チェック

ポイント阻害薬も導入されて治療の多様化が進み、進行再発乳がんの生命予後は明らかに

改善している。 

診断時に再発リスクが高いと判断された患者や再発乳がんに対しては、従来の治療に加

えて新規分子標的薬の併用を行うことで予後が改善することが、様々な臨床試験で示さ

れ、積極的な薬剤の使用が推奨されているが、それに伴い医療費もより高額になってきて

いる。 

しかし一方で、病期Ⅰ期以下の早期乳癌であれば、現在の様な薬物療法が行われていな

かった 20年前に治療が行われた患者であっても、その 10年生存率は 90％以上であったこ

とが示されており、乳がんによる死亡を減らすだけでなく、本邦の医療費を抑制していく

ためにも、早期発見の重要性を啓発し、検診を推進していくことが必要と考えられる。治

療が長期化する中で、歯科を含む他領域との連携も重要になっているが、最近の本邦の乳

がん診療の状況を紹介させて頂きたい。 
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略歴                                   

 

1988年 金沢大学医学部卒業 

信州大学医学部外科学第二教室入局 

信州大学医学部附属病院，市立甲府病院，国立松本病院， 

前澤病院，厚生連安曇総合病院で外科研修 

1992年 大分医科大学，九州大学医学部生化学教室 研究生 

1998年 クイーンズ大学（カナダ）がん研究所 研究員 

2001年 信州大学医学部外科学第二 助手 

2003年 信州大学医学部附属病院遺伝子診療部 講師（外科学第二兼任）

2008年 信州大学医学部外科学第二 准教授， 

同附属病院乳腺・内分泌外科 診療科長 

2014年 信州大学医学部 外科学教室 乳腺内分泌外科学分野 教授 

現在に至る 
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◎会場案内 

アルピコプラザホテル フロア 3 階 ミヤビエ ( MIYABIE ) 
〒390-0815 長野県松本市深志 1-3-21 
TEL：0263-36-5055 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪アクセス≫ 

● JR 松本駅 お城口(東口)から徒歩２分 

● 松本バスターミナルに隣接 

● 長野自動車道「松本 IC」から車で 10 分 

● 信州まつもと空港から車で 25 分 
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≪一般演題 発表要領≫ 

１． 発表時間７分、質疑応答は３分です。 

２． 発表５分経過時にベルを鳴らします。ご了承ください。 

３．発表は PCプロジェクタ(単写)、PowerPoint(Windows)にて行います。 

４．発表者は現地発表に限らせていただきます。 

５．発表用のデータは、USB メモリに保存し、ご持参ください。 

６．発表者の Zoomの画面共有は、会場の専属担当者が行います。 

７．当日受付で試写と動作確認を行います。 

８．学会終了後、400 字程度の事後抄録(Word ファイル)を学会準備委員会事務局まで、メールにて 

提出をお願いいたします。 

９．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。 

≪参加登録方法≫ 

1．『現地参加』『 Web 参加』の別と、①〔所属〕 ②〔氏名〕 ③〔住所〕 ④〔TEL※学会

当日ご連絡がつく連絡先〕⑤〔Mail〕の 5 項目を、学会準備委員会事務局

(hiroko.kuroiwa@mdu.ac.jp)までメールにてお申し込みください。 

※ ご記入いただいた個人情報は学会運営および学会からのご案内以外に使用いたしません。 

２．お振込は、必ず参加登録者と振込人を同一にして、個人ごとにお振込みしてください。 

『現地参加』の場合は、会場にて、参加証と領収書をお渡しいたします。 

『Web参加』の場合は、学会終了後に、参加証と領収書をメール添付にてお送りします。 

 『現地参加』 『 Web 参加』 

参加登録費 3,000円 3,000円 

会員意見交換会費 5,000円 0 円 

世話人会費 2,000円 0 円 

 

<振込先口座> 

＊ゆうちょ銀行以外の金融機関からお振込みの場合 

銀 行 名：ゆうちょ銀行  支店名：一一八（イチイチハチ） 

預金種目：普通預金 

口座番号：3774650 

口座名義：マツモトシカダイガクシカホウシャセンガクコウザ ガッカイジュンビイインカイ 

 

＊郵便局・ゆうちょ銀行からお振込みの場合 

記号-番号：11100 - 37746501 

口座名義：松本歯科大学歯科放射線学講座 学会準備委員会 

mailto:%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E6%BA%96%E5%82%99%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80(hiroko.kuroiwa@mdu.ac.jp
mailto:%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E6%BA%96%E5%82%99%E5%A7%94%E5%93%A1%E4%BC%9A%E4%BA%8B%E5%8B%99%E5%B1%80(hiroko.kuroiwa@mdu.ac.jp
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≪参加ご案内≫ 

〈現地参加〉 

・安心・安全な学術講演会の開催に留意し、新型コロナウイルス感染症対策を講じます。 

・３階 学術講演会会場 ミヤビエ(MIYABIE)前の受付にて、健康調査票の記入と検温および

消毒をお願いいたします。 

・健康調査票と引き換えに、参加証と領収書をお受け取りください。 

 

〈Web参加〉 

・Web参加登録者には、Zoomミーティングの招待メールを、学会事務局よりお送りいたし

ます。 

・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。 

・ログイン IDやパスワードを他人に知らせる、または共有することのないよう厳重に管理

してくださいますようお願いいたします。 

・本学会の内容を無断で複写・複製・編集・録画・録音・転用(本講演のスクリーンショッ

ト・写真撮影・ダウンロード・他のサイトへのアップロードを含む）など著作権、肖像

権の侵害、および不当な権利侵害を絶対に行わないでください。 

・不当な権利侵害を行うことにより損害が生じた場合には賠償を請求することがあります。 

 

 

∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽∽ 

学会準備委員会： 

NPO法人日本歯科放射線学会 

第 234回関東地方会・第 41回北日本地方会・第 29回合同地方会事務局 

〒399-0781 長野県塩尻市広丘郷原 1780 

松本歯科大学歯学部歯科放射線学講座 

E-mail：hiroko.kuroiwa@mdu.ac.jp PHS：070-5453-8075 

準備委員長 黒岩博子 

mailto:hiroko.kuroiwa@mdu.ac.jp
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協賛一覧 

メディア株式会社 

旭化成ファーマ株式会社 

朝日レントゲン工業株式会社 

株式会社学建書院 

ＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社 

株式会社モリタ 

株式会社インフィニットテクノロジー 

クロステック株式会社 

帝人ヘルスケア株式会社 

学校法人松本歯科大学 

 

 

本学会の開催に際して上記の企業にご協賛を賜りました。 

主催者一同、心より感謝申し上げます。 



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 検索 https://md-scope.com/products/dental/













医療現場に新しい価値を
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INFINITT PACS �.�
画像診断業務全般のユーザーの負担を軽減し、
より良い診断をサポートするために従来のシステムから
一新した進化系PACSを提案致します。

Radiology PACS

INFINITT DoseM
被ばく線量管理先進国での多くの導入実績を元に、
日本の医療機関における総合的な線量管理と患者ケアを
サポート致します。

Dose Monitoring Solution

INFINITT Healthcare Platform 
異なるメーカーのPACSや各診療部門システムに管理さ
れているサイロ化された院内情報の一元管理や地域医
療連携の基盤となる今話題のVNAプラットフォームを提
供致します。

Vendor Neutral Archive

INFINITT Enterprise Search
保存されている所見データや診療データを瞬時に検索する
Big Data Mining Softwareを提供し、カンファレンス・学会
発表の際に有意義に活用頂けます。

Data Analytics Solution





 


