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日本歯科医学会ホームページでは、学術的な部分のみを転載しています。本頁については、各分科会のオリジナル抄録集をご参照ください。



NPO法人 日本歯科放射線学会
第61回学術大会・第17回定例総会

プログラム・講演抄録集

会　期： 2021年5月21日（金）～ 23日（日）

大会長： 倉林 亨
 東京医科歯科大学大学院 口腔放射線医学分野

会　場： Web開催

学術大会メインテーマ

もっと知りたい、歯科放射線
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　このたび NPO 法人日本歯科放射線学会第61回学術大会を2021年5月21日から23日ま

での日程で、沖縄県那覇市にて開催させていただくこととなりました。私どもの講座が春

の学術大会を担当させていただくのは、佐々木武仁前教授が第36回学術大会を担当され

た1995年以来約25年ぶりであり、また歯科放射線学会としては初めての沖縄開催という

こともあって、メンバー一同はりきって準備を進めてまいりました。

　本大会は開催テーマを 「もっと知りたい、歯科放射線」 とし、学会員の先生方はもちろ

んですが、日常歯科放射線を専門としない先生方にも多数ご参加いただき、歯科放射線学

の魅力を知っていただきたいと思っています。

　恒例の花村信之メモリアルレクチャーは、昭和大学歯学部の荒木和之先生にご担当い

ただきます。長年歯科放射線学の教育、研究、診療の第一線で活躍されてきた荒木先生

には、歯科画像診断のエッセンスについてお話しいただけるものと楽しみにしています。

教育講演としては、頭頸部画像診断学にも造詣の深い岐阜大学の加藤博基先生に隣接領

域である鼻腔副鼻腔の画像診断、新潟大学の勝良剛詞先生には医療連携の観点からも重

要な課題である放射線治療患者の口腔管理の要点についてお話していただきます。更に

医学研究における研究倫理の専門家である琉球大学の植田真一郎先生には、我々が知っ

ておくべき医療倫理について、最新の知見をふまえてお話をいただく予定です。これら

のご講演は、新たに立ち上がった歯科専門医制度に合わせて、専門領域研修と位置付け

ておりますが、必ずしも歯科放射線専門医のみに要求される知識ではなく、我々歯科医

師の日常の臨床においても必要とされる内容であると思います。ぜひ多くの皆様にお聞

きいただきたいと思っています。

　2020年は新型コロナウイルスが猛威をふるい、最大のイベントであった東京オリンピッ

ク・パラリンピックまでもが延期となりました。また我々が開催を楽しみにしていた岐阜

での歯科放射線学会学術大会・アジア顎顔面放射線学会を含め、4月以降はほとんどすべ

ての学会が中止 （延期）または Web 開催などに変更されました。未だ予断を許さない状

況ではありますが、本年5月には感染防止に十分な注意を払った上で本学術大会を予定ど

おり開催し、南国沖縄の地で多くの皆様とお会いできることを心から願っています。どう

ぞよろしくお願い致します。

ご　挨　拶

NPO法人 日本歯科放射線学会 第61回学術大会

大会長　倉林 亨　 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 教授
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追記：Web開催への変更について

　本学術大会は当初沖縄県那覇市での対面での開催を予定していました。その後新型コロ

ナウイルスの感染拡大が収束しない中で、現地とライブ配信のハイブリット方式での開催

に切り替え、歯科放射線学会はじめての沖縄開催を何とか実現するために準備を進めてま

いりました。しかし3月末になり、特に沖縄県では第4波の到来が強く危惧される状況と

なったことから、最終的には現地開催を断念し、完全な Web 開催に変更することと致し

ました。この間度重なる変更によって、参加予定の先生方には多大なご迷惑をおかけした

ことをあらためてお詫びいたします。

　南国の地で皆様とお会いすることは残念ながらできませんでしたが、Web 開催には 

Web 開催ならではの多くのメリットがあると言われています。本大会に参加される先生

方には、すべてのご講演および研究発表を Web 上でじっくりと視聴または閲覧していた

だき、歯科放射線学の魅力をあらためて認識していただきたいと願っています。

 2021年4月1日　
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NPO法人日本歯科放射線学会 

第61回学術大会・第17回定例総会のご案内

　NPO法人日本歯科放射線学会第61回学術大会・第17回定例総会を下記の要領で開催いたします。

記

〈大会ホームページ〉　　https：//omfr61.secand.net

　NPO 法人日本歯科放射線学会第61回学術大会・第17回定例総会のホームページを設けております。

 1. 会　期

2021年5月21日（金） 常任理事会、理事会、代議員会

2021年5月22日（土）  一般講演（口演・ポスター発表）  
教育講演（専門領域研修）  
総会・受賞講演

2021年5月23日（日）  一般講演（口演・ポスター発表）  
教育講演（歯科専門医共通研修）  
花村信之メモリアルレクチャー

 2. 会　場

Web 会場への入り方につきましては、別途メールにてご案内いたします。視聴のため、ネット
ワーク環境の整った PC のご準備と、Zoom アカウントの作成をお願いします。Zoom アカウン
トには、学会参加登録に用いたメールアドレスを用い、所属の登録もお願いいたします。

 3. 大会テーマなど

（1）	学術大会メインテーマ
 「もっと知りたい、歯科放射線」

（2）	教育講演（専門領域研修）
 ①勝良 剛詞 先生（新潟大学医歯学総合病院 歯科放射線科）
  「頭頸部放射線治療における口腔有害事象の基礎と対応」
  ◦口腔放射線腫瘍認定教育研修会と共催

 ②加藤 博基 先生（岐阜大学大学院医学系研究科 放射線医学分野）
  「鼻副鼻腔領域の画像診断」

（3）	教育講演（歯科専門医共通研修）
 ③植田 真一郎 先生（琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学・教授）
  「研究倫理における被験者保護とサイエンス〜 ジェンナーから COVID-19まで」

（4）	花村信之メモリアルレクチャー
 荒木 和之 先生（昭和大学 口腔病態診断学講座 放射線医学部門）
 「誰でもできる画像診断を目指して」
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 4. 発表要領

（1）	口演発表
 1）	口演発表は、Zoom ウェビナー上で行います。

 2） 1演題につき発表時間は8分、質疑応答は2分です。

 3） 発表は、Microsoft PowerPoint（Windows, Mac）を用いてください。

 4）  Zoom ウェビナーの操作方法につきましては、会期1週間ほど前に学術大会運営事務
局（JTB 沖縄、Tel. 098－861－4040, E-mail：omfr61@okw. jtb. jp）による説明と接続テ
ストを行います。緊急時のご連絡のため、携帯電話番号をお聞きしますのでよろしく
お知らせください。

（2）	ポスター発表
	 1）		ポスターは、A0（横841 ㎜×縦1,189 ㎜程度）で作成し、PDF にて保存してください。

	 2）		演題番号をプログラムにてご確認の上、演題番号、演題名、所属、発表者名をポス
ター上部20 ㎝に記入してください。

	 3）		ポスターの PDF ファイルは、4月14日（水）〜5月12日（水）の間に学会ホームペー
ジの発表要項の指定場所までご提出ください。

	 4）		当日の発表はなく、Web 上でのポスター公開を行いますので、わかりやすいポスター
の作成をお願いします。また、学会会期中は参加者からのコメント機能での質問があ
りますので、Web 会場にログインして質問へのご回答をお願いいたします。ポスター
は、6月3日17：00まで参照できるようにいたします。

（3）	COI（利益相反）について
 ◦ 口演発表では、本ページ画面下にある「様式2」を参考に作成し、最初あるいは2枚目

のスライドに開示をお願いいたします。

 ◦ポスター発表では、最下段に COI の開示をお願いいたします。

（4）	座長の先生方へのお願い
	 1）		口演は、Zoom ウェビナー上で行います。

	 2）		一演題につき発表時間は8分、質疑応答は2分です。タイムスケジュールの関係上、
時間厳守での進行をお願いいたします。

	 3）		Zoom ウェビナーの操作方法につきましては、会期の1週間ほど前に学術大会運営
事務局（JTB 沖縄、Tel. 098 － 861 － 4040, E-mail：omfr61@okw. jtb. jp）による説明と
接続テストを行います。その際に、緊急時のご連絡のため携帯電話番号もお知らせ
ください。
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 5. 学会参加のお手続き

◦ 事前登録参加は2021年1月5日（火）〜2021年4月19日（月）です。

◦ 学会の参加登録はインターネット上で行います。事前参加申し込み登録システムに登録さ
れると、登録完了メールが自動配信されます。

◦ 学会参加費は10,000円です。

◦ 2日目午前の教育講演（歯科専門医共通研修）  
　 「研究倫理における被験者保護とサイエンス〜 ジェンナーから COVID-19まで」  

植田 真一郎 先生（琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学・教授）  
の受講に関しては、別途費用2,000円が必要になります。受講を希望される方は、上記
学会参加費に合算してください。

◦ 2021年4月30日（金）までに指定の口座へお振込をお願いいたします。会費の納入を持っ
て、参加事前登録申し込みといたします。

◦ 振込は個人毎でお願いいたします。振込の際は、オンライン登録時の受付番号もご記入お
願いいたします。

【振込先】
　銀行名：みずほ銀行（0001）　神田支店（108）

　口座番号：普通3047409

　口座名義：	日本歯科放射線学会第61回学術大会準備委員会  
（ニホンシカホウシャセンガツカイダイロクジユウイチカイガクジユツタイカイジユンビイインカイ）

 6. 研修単位について

新しい歯科専門医制度に基づき、上記3. に記載した教育講演①〜③を受講すると、それぞ
れ研修単位1単位（教育講演③では必修1単位）を取得できます。

また、教育講演の①を受講した場合は、口腔放射線腫瘍認定制度に基づく研修単位2単位が
認められます。

 7. 連絡先

〒113－8549 東京都文京区湯島1－5－45 
東京医科歯科大学大学院口腔放射線医学分野内 
NPO 法人日本歯科放射線学会第61回学術大会・第17回定例総会 
準備委員長：渡邊 裕 
Tel：03－5803－5545（ダイヤルイン）　Fax：03－5803－0205 
E－mail：orad2021@ml.tmd.ac. jp
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9：00

10：00

11：00

12：00

13：00

14：00

15：00

16：00

5月 22日土 5月 23日日5月21日金
 9：00～9：10 開会の辞
 9：10～10：10 

教育講演 1

頭頸部放射線治療における
口腔有害事象の基礎と対応

勝良 剛詞

 9：30～10：30 
教育講演 3

研究倫理における被験者保護とサイエンス
～ジェンナーからCOVID‒19まで

植田 真一郎
10：00 

〜 

11：30
　 

常
任
理
事
会

10：20～11：20 

一般口演 1

O‒ 01 ～ O‒ 06
10：40～11：40 

一般口演 3

O‒ 13 ～ O‒ 18

11：30～12：30 

一般口演 2

O‒ 07 ～ O‒ 12

12：30 

〜 

14：30
　 
理
　
事
　
会

12：40～13：40 

花村信之メモリアルレクチャー

誰でもできる画像診断を目指して

荒木 和之
13：30～14：15 

定例総会
受賞講演 13：50～14：30 

一般口演 4

O‒ 19 ～ O‒ 22

14：25～15：25 
教育講演 2

鼻副鼻腔領域の画像診断

加藤 博基

14：30～14：40 閉会の辞

15：00
〜

16：00  

代
議
員
会

昼　休　み昼　休　み

ポスター発表はオンデマンド配信（展示期間： 5月22日～6月3日）にて行います
展示会場へは学術大会ホームページよりお入り下さい

昼　休　み昼　休　み
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プログラム
1日目　5月21日（金）

10：00～11：30 常任理事会
12：30～14：30 理 事 会
15：00～16：00 代 議 員 会

2日目　5月22日（土）

9：00～9：10 開会の辞　　大　会　長　倉林 亨（東京医科歯科大学）

9：10～10：10 教育講演1
司会：三浦 雅彦（東京医科歯科大学）

頭頸部放射線治療における口腔有害事象の基礎と対応
勝良 剛詞	 新潟大学医歯学総合病院 歯科放射線科

10：20～11：20 一般口演1
座長：飯久保 正弘（東北大学）	

関 健次（昭和大学）　　

O-01  パノラマエックス線写真による骨粗鬆症患者スクリーニングにおける 
現在歯数の影響

田口 明	 松本歯科大学 歯科放射線学講座

O-02  パノラマ X線像の上顎洞の不透過性に対する被写体の位置づけと 
X線入射方向の影響

大蔵 眞太郎	 鶴見大学 歯学部 口腔顎顔面放射線・画像診断学講座

O-03 パノラマ画像による患者プロファイル取得の検討
小日向 清美	 朝日大学 歯学部 口腔病態医療学講座歯科放射線学分野

O-04 重篤なインプラント周囲炎の治療経過を追った一症例
芝 規良	 明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 歯科放射線学分野

O-05 無症状から10年間かけて増大した歯牙腫の一例
小倉 千春	 日本大学 松戸歯学部 放射線学講座

O-06 歯牙腫摘出後の経過観察中に生じた Hyperplastic dental follicleの1例
前川 崇嗣	 岩手医科大学 口腔顎顔面再建学講座 歯科放射線学分野
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11：30～12：30 一般口演2
座長：角 美佐（長崎大学）　　　	

田中 達朗（九州歯科大学）

O-07 石灰化を伴った唾液腺悪性腫瘍の3例
吉田 祥子	 福岡歯科大学 診断・全身管理学講座 画像診断学分野

O-08 単嚢胞型エナメル上皮腫2症例の画像的検討
岡畑 諒子	 大阪大学 大学院歯学研究科 歯科放射線学教室

O-09 非復位性関節円板転位から復位性に改善した症例の病態の分析
五十嵐 千浪	 鶴見大学 歯学部 口腔顎顔面放射線・画像診断学講座

O-10 口腔領域における片側優位の不快感と Trigeminal Neurovascular Contactの関与
渡邉 素子	 東京医科歯科大学 歯科心身医学分野

O-11  Compressed SENSE併用3D-T1TFE法による下顎悪性腫瘍浸潤の評価 
～ CT・病理画像との比較～

加美 由紀子	 九州大学大学院 歯学研究院 口腔画像情報科学分野

O-12  三叉神経痛患者のMRI脳槽撮影におけるシークエンスの検討： 
3D spin echo（SPACE）と3D gradient echo（CISS）との比較

富里 博	 東京医科歯科大学 歯学部附属病院総合診療科 歯科放射線外来

13：30～14：15 定例総会・受賞講演

定例総会

学会賞受賞講演
座長：後藤 多津子（東京歯科大学）

川島 雄介	 鹿児島大学 顎顔面放射線学分野

14：25～15：25 教育講演2
司会：金田 隆（日本大学松戸歯学部）

鼻副鼻腔領域の画像診断
加藤 博基	 岐阜大学医学部大学院 放射線医学分野
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3日目　5月23日（日）

9：30～10：30　教育講演3［専門医共通研修］

司会：倉林 亨（東京医科歯科大学）

研究倫理における被験者保護とサイエンス 
〜ジェンナーからCOVID－19まで

植田 真一郎	 琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学教授・臨床研究支援センター長

10：40～11：40 一般口演3
座長：西山 秀昌（新潟大学）　　　　	

大林 尚人（東京医科歯科大学）

O-13 顎骨中心性腫瘤における導帯管の CT画像所見
小田 昌史	 九州歯科大学 歯科放射線学分野

O-14 歯原性病変の鑑別診断：CTテクスチャ解析の適応
田口 美晴	 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

O-15 下顎骨を用いた性識別への相同モデル化技術の応用
中野 旬之	 大阪医科大学 医学部 感覚器機能形態医学講座 口腔外科学教室

O-16  歯科用コーンビーム CT撮影時に複数の金属間の海綿骨上に発生する 
ストリークアーチファクトを独自に開発した画像解析ソフトウェアと 
極値統計学を用いて評価したファントム実験

能村 嘉一	 東京医科歯科大学 口腔放射線医学分野

O-17  歯科用 CTに対する関数解析と InteriorCTからの対策（3） 
―フーリエ面とρフィルター再構成からの解析―

森田 康彦	 いわき市

O-18  歯科用 CTに対する関数解析と InteriorCTからの対策（4） 
―簡単なシュミレーション―

森田 康彦	 いわき市
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12：40～13：40　花村信之メモリアルレクチャー
司会：浅海 淳一（岡山大学）

誰でもできる画像診断を目指して
荒木 和之	 昭和大学 口腔病態診断学講座 歯科放射線医学部門

13：50～14：30　一般口演4
座長：柿本 直也（広島大学）　　　　	

戒田 篤志（東京医科歯科大学）

O-19  リンパ節サイズに着目した半導体および非半導体 PET装置の 
口腔扁平上皮癌リンパ節転移の診断精度

小嶋 郁穂	 東北大学大学院歯学研究科 歯科医用情報学分野

O-20 舌癌に対する高線量率組織内照射後の 18F-FBPA PETを用いた早期治療効果判定
島本 博彰	 大阪大学大学院歯学研究科 歯科放射線学教室

O-21 頭頸部放射線治療後のう蝕発生の特徴
曽我 麻里恵	 新潟大学医歯学総合病院 医療連携口腔管理治療部

O-22 口腔がんの定位放射線治療における再分布の意義
野島 瞳	 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

14：30～14：40 閉会の辞　　大　会　長　倉林 亨（東京医科歯科大学）
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ポスター発表

P-01 深層学習を用いたパノラマ X線画像における片側性顎裂の検出と分類
桒田 千亜紀	 愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座

P-02 頸部頸動脈狭窄症と歯槽骨吸収の関連について
内田 啓一	 松本歯科大学病院 初診室（総合診断科、総合診療科）

P-03 美容整形手術2年後に生じた注入剤を原因とする右側頬部膿瘍の1例
久富 美紀	 岡山大学病院 歯科 歯科放射線科部門

P-04 Sclerosing Odontogenic Carcinomaの2例
松本 邦史	 日本大学 歯学部 歯科放射線学講座

P-05 下顎骨に発生した血管奇形の一例：CTとMRI所見を中心に
大塚 航平	 日本大学松戸歯学部 放射線学講座

P-06 口腔症状を主訴とするメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患のMR画像について
栗林 亜実	 東京医科歯科大学 口腔放射線医学分野

P-07  The apparent diffusion coef�cient values of masticatory muscles are 
associated with temporomandibular joint disc displacement

澤田 絵理	 日本大学松戸歯学部 放射線学講座

P-08  Relationship between Joint effusion and ADC values of masticatory muscle in 
the temporomandibular joint

村岡 宏隆	 日本大学松戸歯学部 放射線学講座

P-09 リウマチ患者における下顎頭の ADC値
平原 尚久	 日本大学松戸歯学部 放射線学講座

P-10 ADC値を用いた舌加齢変化の評価
近藤 匠	 日本大学松戸歯学部 放射線学講座

P-11  拡散強調磁気共鳴画像法による糖尿病患者の下顎骨髄の ADC値
岡田 俊也	 日本大学松戸歯学部 放射線学講座

P-12 Cine MRIによる口腔癌患者の嚥下機能評価法の有効性
田中 達朗	 九州歯科大学 歯科放射線学分野
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P-13  歯科用コーンビーム CT検査時の臓器線量および実効線量について 
―モンテカルロシミュレーションによる検討―

渡邊 裕	 東京医科歯科大学 口腔放射線医学分野

P-14 根管充填材の歯科用 CBCT検査によるアーチファクトの評価
小松 知広	 日本大学松戸歯学部 放射線学講座

P-15  超解像畳み込みニューラルネットワークを適用して 
CBCT軟組織画像の軟組織ウィンドウ品質を向上させる

福田 元気	 愛知学院大学 歯学部 歯科放射線学講座

P-16 歯科におけるフォトンカウンティングスペクトル CTの適用性
楊 偉勤	 香港大学 歯学部

P-17  CTによるエックス線高吸収体の実長計測に関する検討 
―Window設定の影響について―

泉 雅浩	 神奈川歯科大学 画像診断学講座

P-18  Relationship between mandibular cortical bone width and bone expansion in 
odontogenic keratocyst using computed tomography

伊東 浩太郎	 日本大学松戸歯学部 放射線学講座

P-19 CTを用いた下顎皮質骨幅による顎骨骨折の定量的評価
板倉 剛	 日本大学松戸歯学部 放射線学講座

P-20  機械学習による歯原性病変の CT鑑別診断支援： 
アンサンブル分類器の適応とその評価

坂本 潤一郎	 東京医科歯科大学 口腔放射線医学分野

P-21 粒子線治療に用いるマウスピース材料の飛程誤差への影響評価
伊川 裕明	 国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 QST病院

P-22 舌癌に対する小線源治療後の味覚変化
小西 勝	 広島大学病院 歯科放射線科

P-23 低線量率放射線のがん化学放射線療法における意義
島袋 紀一	 広島大学 医系科学研究科 歯科放射線学講座

P-24  深層学習システムの画像認識過程を人間が理解可能な抽象化過程に 
近づけることは可能か？

西山 秀昌	 新潟大学大学院医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野
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P-25  口内法 X線撮影による個人識別における設置背面材料について 
―大規模災害発生時における個人識別業務を想定して―

大髙 祐聖	 明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 歯科放射線学分野

P-26 上部消化管内視鏡にて摘出した部分義歯床誤飲の1例
内田 啓一	 松本歯科大学病院 初診室（総合診断科、総合診療科）

P-27  Diffraction enhanced imaging at LEBRA: a preliminary study using a cat 
mandibular osteosarcoma comparative with histological correlation

川島 雄介	 鹿児島大学病院 顎顔面放射線科

P-28  日本の歯科学生とインドネシアの歯科学生・歯科衛生士学生における 
放射線に対する理解度とリスク認識との関係

吉田 みどり	 徳島大学 歯科放射線学分野
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抄　　録

教育講演   P16

花村信之メモリアルレクチャー   P22
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　歯科放射線学は画像診断学と放射線治療学で成り立っています。歯科放射線学の主

軸は画像診断学ですが、歯科放射線学の専門家は放射線治療学の知識も必要です。

　頭頸部は咀嚼、嚥下、消化、構音、発声、呼吸と多くの機能を持ち複雑な形態をし

ています。これらの機能や形態は一度損失すると回復が困難なことから、頭頸部がん

の治療において機能や形態の温存が可能な放射線治療が選択されることが多くなって

います。一方で、放射線治療は粘膜炎、口腔乾燥、う蝕、顎骨壊死など様々な有害事

象を引き起こし、これらの対策が放射線治療の利点を最大限に生かすポイントになり

ます。1972年に Carl らが Cancer に「放射線治療前の歯科介入による顎骨壊死発生

率の大幅な減少とう蝕予防の可能性がある」と報告し、1992年に Fowler らが Red 

Journal に「放射線治療期間の延長が治療成績を低下させ、延長の理由は粘膜炎であ

る」と報告したことで急性および晩期有害事象対策として口腔管理の重要性が認知

されるようになりました。本邦においても平成24年に頭頸部放射線治療の医科歯科

連携を推進させる目的で周術期口腔機能管理（Ⅲ）が診療報酬に盛り込まれ、令和2

年度の診療報酬改定で増点されました。これには頭頸部放射線治療患者が安全に治療

を受け、安心して治療後の生活を送るため「歯科」の立場からさらに支援して欲し

いというメッセージが込められています。これは、頭頸部放射線治療の成績と質の向

上への貢献の期待でもあります。この様な社会的ニーズから放射線治療の一端を担う

口腔管理の役割は今後さらに重要になると思われます。また、治療の進歩によるがん

生存率の向上に伴いがんサバイバーは増加しており、治療後の口腔管理を行うことは

病院歯科のみでは困難であり、地域歯科診療所との連携が不可欠となってきています。

しかし、頭頸部放射治療の有害事象やその対応である口腔管理の情報は乏しく、地域

歯科診療所のみならず病院歯科においても口腔管理に不安があるという声を耳にしま

す。この様な社会的ニーズや背景から、頭頸部放射線治療における有害事象やその管

理について、情報発信、歯学部教育、歯科衛生士教育をさらに充実させる必要があり、

歯科放射線学教育の指針にもあるように、これらを行うのは歯科放射線学の専門家や

歯科放射線学会の責務だと思われます。本教育講演では、頭頸部放射線治療における

有害事象と口腔管理について基本的事項と最新のトピックスをアウトプットしやすい

ように整理してお話しする予定です。

教育講演1 

頭頸部放射線治療における口腔有害事象の基礎と対応

勝良 剛詞
新潟大学医歯学総合病院 歯科放射線科
新潟大学医歯学総合研究科 顎顔面放射線学分野
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略　歴

1994年   新潟大学 歯学部 卒業
1996年   新潟大学 歯学部附属病院 歯科放射線科
1999年   新潟大学医学部 放射線科（放射線治療）
2004年   新潟大学 医歯学総合病院 歯科放射線科 講師
2013年～現在  新潟大学 医歯学総合病院 歯科放射線科 病院准教授

資　格
　日本歯科放射線学会 歯科放射線 専門医・指導医
　口腔放射線腫瘍 認定医

所属学会
　歯科放射線学会（口腔放射線腫瘍認定委員）
　日本がん口腔支持療法（副理事長）
　MASCC/ISOO（粘膜炎研究班メンバー）
　日本放射線腫瘍学会 など

受賞歴
　2002年 日本歯科放射線学会 学術奨励賞
　2005年 安藤正一賞
　2006年 優秀論文賞
　2019年 日本口腔腫瘍学会 優秀ポスター賞

著　書
• JAOSCCがん支持療法ガイドシリーズ がん治療に伴う粘膜障害マネジメントの手
引き 2020年度版．金原出版，2020年
• がん治療における支持療法のための口腔乾燥症対応マニュアル．がん研究振興財団，

2019年
• がん治療で起こる副作用・合併症の治療法と薬剤開発．7節：口腔粘膜炎・口内炎．
技術情報協会，2018年
• がん口腔支持療法 多職種連携によるがん患者の口腔内管理．第5章．治療前のスク
リーニングと管理，第10章．放射線療法の合併症概説，第12章．顎骨の放射線照
射後の骨壊死（放射線骨壊死）．永末書店，2017年
• Oral Cancer-Diagnosis and Therapy. Chapter 15: Oral and Dental 

Healthcare for Oral Cancer Patients： Planning, Management, and Dental 
Treatment. Springer, 2015年
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　鼻副鼻腔領域は解剖が複雑であるが故にこの領域の画像診断を苦手とされている先
生が多いと思われる。正常変異の種類および頻度が高く、個人差が大きいことも鼻副
鼻腔の解剖学的特徴の一つである。しかしこれらの解剖・正常変異を全て覚えること
は非効率的であり、鼻副鼻腔炎の原因や内視鏡手術における合併症の危険因子となり
える臨床的に重要な解剖・正常変異を優先して学習することが望ましい。本講演の前
半では、副鼻腔の排泄路・翼口蓋窩などの臨床的に重要な解剖、鼻中隔弯曲・中鼻甲
介含気・眼窩下蜂巣・鼻堤蜂巣などの鼻副鼻腔炎の原因となりえる正常変異、眼窩下
神経・紙様板・篩板・前篩骨動脈・Onodi 蜂巣・視神経・上顎神経・翼突管神経・内
頸動脈などの内視鏡手術における危険部位に絞って解説する。
　鼻副鼻腔領域には大きく分類すると炎症性疾患、腫瘍性疾患、腫瘍類似疾患、外傷
性疾患が発生する。鼻副鼻腔炎は日常臨床で頻繁に遭遇する頻度の高い疾患であるが、
急性鼻副鼻腔炎と慢性鼻副鼻腔炎に大別され、原因に応じて多くの病態に分類されて
いる。鼻副鼻腔炎の主な原因には化膿性・好酸球性・真菌性・歯性があり、疾患ごと
に治療方針が異なるため、鼻副鼻腔炎の画像診断をする際は可能な限りその原因につ
いても言及したい。鼻副鼻腔には多彩な腫瘍性病変が発生し、上皮性腫瘍、血液・リ
ンパ系腫瘍、唾液腺腫瘍、軟部腫瘍、骨腫瘍などのカテゴリーに分類できる。良性腫
瘍では乳頭腫、悪性腫瘍では扁平上皮癌の頻度が高いため、まずはこれらの画像的特
徴を知っておく必要がある。遭遇する頻度は高くないが、良性腫瘍として若年性血管
線維腫・血瘤腫（器質化血腫）・化膿性肉芽腫、悪性腫瘍として悪性リンパ腫・腺様
嚢胞癌・未分化癌・嗅神経芽細胞腫・悪性黒色腫を知っておきたい。それぞれの特徴
的な画像所見を理解することで鑑別が可能な場合がある。鼻副鼻腔炎・鼻副鼻腔腫瘍
のいずれにおいても病変の広がりを評価することが重要であり、特に重篤・致死的と
なりえる眼窩内および頭蓋内への進展には細心の注意を払う必要がある。本講演の後
半では、炎症性疾患および腫瘍性疾患の中で、頻度の高い疾患・画像所見が特徴的な
疾患を中心に解説する。

教育講演2 

鼻副鼻腔領域の画像診断

加藤 博基
岐阜大学医学部大学院 放射線医学分野
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略 歴

平成11年   岐阜大学医学部卒業 
岐阜大学医学部附属病院 放射線科 研修医

平成12年  自治医科大学附属病院 レジデント
平成14年  岐阜大学医学部附属病院 放射線科 医員
平成16年  岐阜大学医学部附属病院 放射線科 助教
平成17年  岐阜大学医学部附属病院 放射線科 臨床講師
平成28年  岐阜大学医学部大学院 放射線医学分野 准教授

資 格
　日本医学放射線学会 専門医
　日本核医学会 専門医
　日本 IVR学会 専門医

所属学会
　日本医学放射線学会
　日本核医学会
　日本 IVR学会
　日本磁気共鳴医学会
　日本放射線腫瘍学会

役 職
　日本医学放射線学会 代議員
　日本医学放射線学会 診療・ガイドライン委員会 委員
　頭頸部放射線研究会 幹事、教育委員

受賞歴
　平成21年  岐阜医学奨励賞
　平成22年  日本医学放射線学会 板井研究奨励賞
　平成26年  JJR Exellent Reviewer Award in 2014
　平成31年  第1回 JJR研究継続奨励賞

著書（頭頸部関連のみ、全て共著）
•まるわかり頭頸部領域の画像診断（秀潤社）
•顎・口腔のCT・MRI（メディカル・サイエンス・インターナショナル）
•読影の手立てとなる局所解剖と画像診断（メジカルビュー社）
•頭頸部の画像診断（秀潤社）
•頭頸部のCT・MRI（メディカル・サイエンス・インターナショナル）
•人体のメカニズムから学ぶ 画像診断技術学（メジカルビュー社）
•頭頸部画像診断の勘ドコロNEO（メジカルビュー社）
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　臨床研究はジェンナーの時代、医師と患者、あるいは顔見知り、家族などの間で行
われる治療的意味合いをもつものであった。ある種の有効性が期待されるが現在のよ
うな倫理指針も存在せず、ジェンナーの偉大な種痘の研究も現在の規範に照らし合わ
せると、も音大が多く倫理審査委員会での承認は無理である。その後 peer review
の必要性 , 人権への配慮説明と同意などが徐々に形づきられてきたが、明文化された
標準的なものはなかった。臨床研究の形を大きく変えたのは第2次世界大戦である。

「国家のため」という大義名分などより大きな力が臨床研究の背後にあり、その最た
る例がナチスの戦争犯罪であろう。これをきっかけに今の倫理指針に近いニュルンベ
ルグ綱領、そしてヘルシンキ宣言が制定され、現在まで改訂を重ねながら臨床研究者
が遵守すべき指針となっている。しかしヘルシンキ宣言発足ののちもヘンリービー
チャーに告発された非人道的研究はナチスを裁いたはずのアメリカで多く行われ、こ
のことから臨床研究は法的に規制されることになり、倫理審査委員会は設置され、研
究倫理の原則とも言えるベルモントレポートも発表されている。しかしまた現在の臨
床研究は多くの問題を抱えている。本邦での臨床研究法施行の原因となったバルサル
タン問題のほか、研究費の選択と集中、アカデミック COI など臨床研究の本来の形、
ミッションを歪める因子は多い。臨床研究の目的は「Practice をより良いものに変
えること」であり、そのためには「被験者を守ること、その結果が適応されるかも
しれない将来の患者を守ること」が必須であり、原則である。各種 COI をはじめそ
れを阻害するかもしれない問題に対応するには臨床研究の正しいリテラシーとスキル
を身につけ、適切にデザインし、実施するしかない。すなわち現代の研究倫理は、ス
キルなしには成立しないのである。COVID-19のパンデミックと共に多くの薬剤の
臨床試験が実施されているものの、アカデミック COI が顕著な煽り、ポリティカル
COI と呼ぶべき政策の科学への干渉が目に付く。これらのを見分けていくリテラシー
のトレーニングもスキルを涵養するプログラムとともに必須である。

教育講演3 

研究倫理における被験者保護とサイエンス 
〜ジェンナーから COVID-19まで

植田 真一郎
琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学講座 教授
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略 歴

学 歴
昭和60年3月  横浜市立大学医学部 卒業
平成9年8月  医学博士

職 歴
昭和60年6月  横浜市立大学医学部附属病院 研修医
昭和62年6月  七沢リハビリテーション病院脳血管センター循環器科 医員
平成元年6月  横浜市立大学医学部第二内科 医員
平成3年10月  グラスゴー大学（英国、スコットランド）内科薬物療法学
   クリニカルリサーチフェロー（平成8年7月まで）
平成6年5月  ベルリン自由大学臨床薬理学短期訪問研究員
平成8年7月  横浜市立大学医学部内科学第二講座 助手
平成13年12月  琉球大学 医学部 臨床薬理学 教授
平成16年4月  改組により 琉球大学大学院医学研究科 臨床薬理学 教授
平成26年4月  琉球大学大学院医学研究科 臨床研究教育管理学講座 教授
   東京慈恵会医科大学 臨床薬理学 客員教授
   久留米大学 医学部 客員教授
   琉球大学病院 臨床研究支援センター長（併任）
   琉球大学病院 臨床研究教育管理センター長（併任）
令和2年4月  横浜市立大学 ヘルスデータサイエンス専攻 教授（CA兼任）
令和3年1月  横浜市立大学医学部 臨床疫学・臨床薬理学教授（CA兼任）

所属学会
　 日本臨床薬理学会理事長、日本血管不全学会理事、 
日本高血圧学会（評議員、ガイドライン作成委員）、 
日本循環器学会（倫理委員、Circulation Journal Associate editor）、 
日本循環器腫瘍学会（評議員）、 
日本心臓病学会（Journal of Cardiology Associate editor）

資 格
　日本内科学会総合内科 専門医、日本臨床薬理学会 専門医、指導医、日本高血圧学会 専門医

社会貢献
　日本医療研究開発機構（AMED）橋渡しシーズ、革新的シーズ、シーズB, C評価委員

研究内容
　 動脈硬化性疾患、心不全の臨床試験、医師主導治験、コホート研究（AMED）、 
ヒト血管薬理学（文部科学省科研費、AMED）、COVID-19医師主導治験（AMED）、 
がんサバイバーの心血管疾患（文部科学省科研費）、臨床試験実施基盤整備、 
人材育成（文部科学省GP、AMED）
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　X 線写真は、従来から影絵とよく言われてきました。これは3次元的な病変を二次
元である平面的写真にしてしまっており、また腫瘍などの病変自体ではなく病変が引
き起こした骨の変化を写真にしている、の2つの意味があると思います。先人たちは
技術・能力を磨き影絵で診断してこられていましたが、熟練を要していたことは衆目
の一致することだと思います。近年では CT、MRI、超音波検査などの検査手段が進
歩し病変自体の診断が進んできています。我々はさらに初心者でもよりわかりやすく、
誤りない診断ができるようにと研究を行っています。一つには三次元的診断法の開発
と検討、もう一つにはコンピュータによる診断支援です。
1.	ニューラルネットワーク（ディープラーニング）による画像診断支援
 人工ニューラルネットワークはヒトのニューロンに相当するユニットをコンピュータ
の中にソフトウェアで構築し様々な問題解決に利用しようとしたものです。現在は AI
の第三次ブームで、深層学習（ディープ・ラーニング）が注目を集めています。これは、
第二次 AI ブームの頃に発明されたニューラルネットワークの階層を多層化し、個々の
関数に特別な役割を与えたり、その接続の仕方を工夫したりして、何らかの意図をもっ
て組み上げたものの学習（深層学習）をさします。本公演では簡単な AI の仕組みと
ニューラルネットワークの時期からの我々の研究をお話ししたいと思います。
2.	三次元的画像検査法の開発
A. 	Tuned aperture computed tomography（TACT）：TACT は Tomosynthesis の

原理を応用したもので、Webber 教授が提唱されました。それを発展し口腔外にセ
ンサーを置くことで患者の違和感が少ない形で検査できないか検討してきました。

B.  歯科用コーンビーム CT （CBCT）の開発と評価：新井教授の開発された歯科用コー
ンビーム CT は顎口腔領域病変の診断と立体的把握にすぐれています。我々は矯正
歯科にも応用できないかと、大きな照射野をもつ CBCT を開発しその能力を検討し
てきました。

C.  光干渉断層法（Optical Coherence Tomography； OCT）：OCT は近赤外光と光
学干渉計を用いることにより、非侵襲的に組織の断層像を得ることが可能な画像
診断法です。1990年代から研究・開発が進み今では眼科領域で頻用されています。
また、近年では肝動脈血管壁プラークの診断等への応用も検討されています。こ
の方法を歯科疾患への診断に応用できないか検討し、世界初の歯科用 OCT 装置
の医療機器承認に参画することができました。本講演ではこれらの研究と最新の
知見を含めお話し、会員の皆様のこれからの活動に少しでもお役に立つようにな
ればと考えております。

花村信之メモリアルレクチャー 

誰でもできる画像診断を目指して

荒木 和之
昭和大学 口腔病態診断学講座 歯科放射線医学部門
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略 歴

1982年 九州大学歯学部 卒業
1986年  九州大学大学院歯学研究科 修了 

九州大学歯学部 助手
1990年 長崎大学歯学部 助手
1992年 九州大学歯学部 講師
1996年 昭和大学歯学部 准教授
2017年 昭和大学歯学部 教授
現在に至る

所属学会
　NPO法人日本歯科放射線学会
　日本画像医学会
　日本医学放射線学会
　日本口腔科学会
　日本超音波医学会
　日本口腔インプラント学会
　日本口腔顎顔面外傷学会
　日本歯科医学教育学会
　日本顎関節学会

受賞歴
　 LINCOLN MANSON-HING AWARD 
（The American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology）
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一 般 口 演
抄　録
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一般口演1

パノラマエックス線写真による 
骨粗鬆症患者スクリーニングにおける現在歯数の影響
Effect of number of teeth present on screening of osteoporosis by panoramic radiographs

【目的】	歯科用パノラマエックス線写真上の下顎骨下縁皮質骨形態分類（Mandibular cortical 
index：MCI）は最近のメタ解析において骨粗鬆症患者スクリーニングに有用と報告されてい
る。一方で、歯の有無は顎骨内へ咬合力を伝えるため MCI に影響する可能性があるが、これ
まで現在歯数の影響を見た研究はない。本研究では現在歯数が MCI による骨粗鬆症患者スク
リーニング能力に及ぼす影響について検討を行った。
【方法】	対象は2012年〜2019年までに松本歯科大学病院放射線科にてパノラマエックス線写
真を撮影した50〜98歳（平均60.7歳）の男女患者7,346名（男性3,430名、女性3,916名）とし
た。顎骨の骨髄炎や悪性腫瘍を有するものは除外した。対象者の骨粗鬆症歴、高血圧歴、脂質
異常症歴および糖尿病歴はカルテにて調査した。現在歯数（智歯は除く）はエックス線写真上
でカウントした。MCI は、当科の歯科放射線科医が日常診療で決定した。現在歯数21本以下
と22本以上の2群に分けて、骨粗鬆症有無を従属変数とし、年齢、性別、高血圧歴、脂質異
常症歴、糖尿病歴を独立変数として、二項ロジスティック回帰分析により、骨粗鬆症有無と
MCI との関連について評価を行った。MCI の感度、特異度も算出した。本研究は松本歯科大
学倫理委員会の承認を得て行われた。
【結果】	現在歯数21本以下は2,570名、22本以上は4776名であり、平均年齢（標準偏差）は
70.8（9.3）歳および62.9（8.9）歳であった。骨粗鬆症ありの対象者は前者で110名、後者で104
名であった。MCI で骨粗鬆症疑いありの対象者が骨粗鬆症を有する修正オッズ比（95% 信頼
区間）は、21本以下で1.90（1.00-3.62）、22本以上で4.58（2.54-8.27）であった。感度、特異
度 は21本 以 下 で89.1%（82.0-93.6%）、39.4%（39.1-39.6%）、22本 以 上 で85.6%（77.6-
91.0%）、62.2%（62.0-62.3%）であった。
【考察および結論】	本対象者の中には未診断の骨粗鬆症患者が多く含まれている可能性がある。
また体格、喫煙や生活習慣等の補正も必要と考えられる。制限はあるものの、本結果から、現
在歯数が少ない場合、MCI は骨粗鬆症患者スクリーニングに有用ではない可能性が示唆された。

○田口 明、森 こず恵、山田 真一郎、長内 秀、黒岩 博子、杉野 紀幸
松本歯科大学 歯科放射線学講座

○Akira	Taguchi,	Kozue	Mori,	Shinichiro	Yamada,	Hizuru	Osanai,	Hiroko	Kuroiwa,	Noriyuki	Sugino	
 Oral and Maxillofacial Radiology, Matsumoto Dental University

O-01
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一般口演1

パノラマ X線像の上顎洞の不透過性に対する被写体の位置づけと 
X線入射方向の影響
In�uence of positioning of patient and entrance direction of X-ray beam on unilateral 
maxillary sinus radiopacity on panoramic radiograph

【背景】	
　第24回臨床画像大会ではヒト乾燥頭蓋骨1体（人種、年齢、性別不明）の撮影を行い上顎洞
内の不透過性亢進には頭部の位置づけにおける左右への傾きが原因の1つであり、断層域を適
正な位置よりも前方に設定することで上顎洞内に不透過性が生じにくいと報告した。第1回秋
季学術大会では前回の結果から一般的にパノラマ X 線像において臼歯部は偏遠心投影になっ
ているため、頭部が回転すると反対側の臼歯部が正放線投影に近くなる現象を用いて、臨床的
に頭部の回転が上顎洞内の不透過性亢進に影響することを実証した。
　そこで、今回の研究では先行研究を踏まえてパノラマ X 線撮影における頭部位置づけによる片
側上顎洞の不透過性が生じにくい装置のデザインについて最終的に検討することを目的とした。
【目的】	
　日常臨床においてパノラマ X 線像で片側の上顎洞の不透過性亢進のために病変を疑い、CT
を実施しても上顎洞内に病変がない症例を経験する。そこで、パノラマ X 線像で片側の上顎
洞内の不透過性亢進の原因について検討し、改善方法を考案する。
【方法】	
　今回はパノラマ X 線装置 Cypher-E（ASAHIROENTGEN, Kyoto, Japan）の X 線束をト
レース用紙に記録し、ヒト頭蓋乾燥模型の CT 画像水平断と線束と重ね合わせた。そして、次
に前方に断層域を設定した状態で頭部回転時の上顎洞内不透過性亢進像が消失するか否かを調
べた。撮影方法はオトガイ部を中心軸として水平的角度を0°および左右5°、10°、15°、20°計
9種類に回転させ、さらに断層域を前方に設定した撮影を3回繰り返し合計27回撮影し、さら
にトモシンセシス機能を用いて両側臼歯部の拡大率を調整した。
【結果】	
　断層域を前方に設定することで両側臼歯部は正放線投影となり、上顎洞内に描出されていた
障害陰影による不透過性の亢進は認めなかった。
【結論】	
　現行の X 線束の方向よりも臼歯部を近心から投影することで、両側臼歯部および上顎洞内
の不透過性の亢進は生じにくくなることが示唆された。

○大蔵 眞太郎、五十嵐 千浪、若江 五月、伊東 宏和、枝 卓志、中島 和則、小林 馨
鶴見大学 歯学部 口腔顎顔面放射線・画像診断学講座

○Shintaro	Okura,	Chinami	Igarashi,	Satsuki	Wakae-Morita,	Hirokazu	Ito,	Takashi	Eda,	Kazunori	Nakashima,	
Kaoru	Kobayashi	
 Department of Oral and Maxillofacial Radiology and Diagnosis, Tsurumi University, School of Dental Medicine

O-02
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一般口演1

パノラマ画像による患者プロファイル取得の検討
Pro�ling of patient’s dental status based on panoramic radiography

【目的】	パノラマ X 線画像を見て患者の口腔の概略的な状態（プロファイル）を抽出すること
は、歯科医師が日常臨床で無意識に繰り返している作業である。すなわち、画像の第一印象か
ら、症例を「正常な歯と口腔を持っているか」「乳歯の残存や埋伏歯がないか」「歯科治療の
痕跡が多いか」「歯のない箇所の補綴が必要か」「精査が必要な疾患の可能性があるか」等に
分類しているのである。これを AI（Deep learning）に学習させることにより、どの程度の診
断（分類）精度が得られるかについて検討した。
【材料・方法】	画像データは朝日大学医科歯科医療センターにてパノラマ X 線撮影を行った
1,000症例（年齢3〜95歳）を用いた。歯科放射線専門医の目視により、画像を、永久歯列と
混合歯列、補綴物の有無、残存歯数（20歯未満および以上）、インプラントの有無、埋伏歯の
有無、年齢層（6分類）の項目について多重に分類した。
　今回は、歯や歯列をセグメンテーションせず、パノラマ画像全体を1つの領域として AI に
学習させるアプローチを試みた。Deep learning 環境は Neural Network Console　ver. 1.5. 
0 for Windows（SONY）を用い、畳み込みニューラルネットワーク（CNN）は VGG Net を用
いた。各画像は474×234pix（36pix/inch）に編集して使用した。VGG Net の畳み込み層深さ
は19層とし、エポック数は30とした。
【結果】	画像分類の精度が高かったのは、永久歯列と混合歯列および補綴物の有無の分類で、
それぞれ、93.5% および90.5% の精度（Accuracy）が得られた。
　健常歯列と欠損歯列の分類精度は89.5%, インプラント有無の分類精度は89.5%, 埋伏歯有無
の分類精度は69.0% であった。年齢層の分類精度は55.5% で、今回試みた画像と分類基準か
らは精度の高い分類ができなかった。
【考察】	Deep learning によるパノラマ画像患者プロファイルの概略分類は、分類項目により
精度に大きな違いを生じる事がわかった。提案手法による概略分類は、患者に自身口腔内の状
況を理解してもらうツールとして有用性があると考える。また、実用段階の画像診断 AI シス
テムにおいては、精密な自動画像解析の前処理として使える可能性もある。今後も、精度向上
に向けて検討を続けたい。

○小日向 清美、北野 倫哉、西山 航、森 瑞穂、飯田 幸弘、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

○Kiyomi	Kohinata,	Tomoya	Kitano,	Wataru	Nishiyama,	Mizuho	Mori,	Yukihiro	Iida,	Akitoshi	Katsumata
Department of Oral Radiology Asahi University, School of Dentistry 
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歯科放射線　2021年5月

一般口演1

重篤なインプラント周囲炎の治療経過を追った一症例
A case of severe peri-implantitis following the course of treatment

【目的および背景】	
　近年では歯の欠損に対する歯科治療の選択肢の一つとして、インプラント療法を選ぶ人が増
えてきている。しかし、天然歯における歯周炎と同様にプラークによる炎症で発症するインプ
ラント周囲炎や、それに伴う骨髄炎も増えている。インプラント周囲炎は、インプラント体周
囲の歯周病菌の感染により発症し、一般的に歯周病よりも進行が早く、骨髄炎の重篤化を惹起
しやすいと言われている。今回我々はインプラント周囲炎を発症して骨髄炎に至り、その治癒
過程を3年間追跡できた症例を報告する。
【症例】	
　患者は50歳代女性。本症の既往としては2016年3月近医歯科医院にて上下インプラント
オーバーデンチャーを装着し、2017年12月に追加のインプラントを埋入した。しかし、2018
年1月に予後不良のためインプラントを除去した。2019年10月に下顎左側インプラントを埋
入および掻把と骨造成剤を填入した。その後、11月から疼痛が増悪し、12月に再掻把を行っ
たが、激しい疼痛、腫脹および著しい排膿のため12月中旬に本院へ入院となった。インプラ
ント摘出後、12月末に退院となった。その後徐々に痛みと腫れが減少し、食事ができるよう
になった。2020年1月に他院にて腐骨除去および掻把を行い、痛み緩和と腫れの減少を認めた。
3月に補綴処置を行うため、本院補綴科を受診、現在に至る。エックス線検査は、初診時2019
年12月にパノラマエックス線撮影、CT を行い、インプラント除去後に CT 撮影を行った。
2020年3月の補綴処置前と5月の義歯修理前にパノラマエックス線撮影を行った。1年後の
2021年3月に予後の確認のため、CT 撮影を行った。
　現在は痛みなく食事ができており、骨髄炎の症状も安定してきている。患者は骨の状態が回
復次第インプラントを再埋入するつもりである。
【結論】	
　インプラント周囲炎から骨髄炎へと至り、3年に渡り治療経過を追えた症例を報告した。腐
骨除去と掻把と義歯装着によって、重度骨髄炎の軽症化が認められた。

○芝 規良1）、酒井（井澤） 真希1）、大高 祐聖1）、齊藤 嘉大1）、須永 昌太2）、高橋 伸年1）、
鬼頭 慎司1）

1）明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 歯科放射線学分野 
2）明海大学 歯学部付属明海大学病院 放射線技師部

○Noriyoshi	Shiba1）,	Maki	Sakai1）,	Yusei	Otaka1）,	Yoshihiro	Saito1）,	Shota	Sunaga2）,	Nobutoshi	Takahashi1）,	
Shinji	Kito1）

1）Division of Dental Radiology Department of Diagnostic＆ Therapeutic Sciences Meikai University School of Dentistry
2）Department of Radiology Meikai University Hospita
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歯科放射線　61巻　増刊号

一般口演1

無症状から10年間かけて増大した歯牙腫の一例
A case of asymptomatic increased odontoma- 10 years follow-up case

【緒言】	
　歯牙腫は、日常臨床で比較的遭遇頻度の高い代表的な良性歯原性腫瘍であるが、無症状の段階
から長期経過を追跡し得た報告は乏しい。本発表は、10年以上にわたり病変発生から経過、摘出
および病理診断を追跡し得た歯牙腫の一例を画像所見および病理組織学的所見を中心に供覧する。
【症例】	
　10歳代男児。2010年 X 月当院初診時に、家族性に先天性欠如歯が多く、パノラマエックス
線検査による先天性欠如歯の精査希望があったため検査を行った。初回パノラマエックス線検
査時に明らかな異常所見は認められなかったが、2014年 X 月検査時に上顎左側犬歯遠心に小
塊状の不透過像が認められた。2020年 X 月のパノラマエックス線写真にて、上顎左側犬歯、
第一小臼歯間にエックス線透過帯で取り囲まれた複数の小塊状の歯牙様構造物が集合してみら
れた。CT では、同部に境界明瞭な低濃度域を認め、内部にはエナメル質や歯髄腔等の構造を
有する歯牙様の高濃度域が認められた。以上より集合性歯牙腫が疑われた。2020年 X 月に局
所麻酔下にて摘出術を施行した。病理組織学的所見では、歯の基本的構造を有する多数の硬組
織からなる、疎な線維性結合組織内に、さまざまな大きさおよび形態の歯牙様構造物や少量の
歯原性上皮を認めた。個々の歯牙様構造物内に歯髄、象牙質、エナメル質、セメント質が観察
され、集合性歯牙腫の確定診断を得た。現在、術後 X か月であるが、経過は良好である。
【結語】	
　今回我々は、無症状から10年間かけて増大した歯牙腫の一例を報告した。

○小倉 千春1）、近藤 匠1）、村岡 宏隆1）、山本 泰2）、末光 正昌3）、久山 佳代3）、	
小宮 正道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 口腔外科学講座、 
3）日本大学 松戸歯学部 病理学講座

○Chiharu	Ogura1）,	Takumi	Kondo1）,	Hirotaka	Muraoka1）,	Hiroshi	Yamamoto2）,	Masaaki	Suemitsu3）,	Kayo	
Kuyama3）,	Masamichi	Komiya2）,	Takashi	Kaneda1）

1）Department of Radiology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
2）Department of Oral Surgery, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
3）Department of Pathology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo
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歯科放射線　2021年5月

一般口演1

歯牙腫摘出後の経過観察中に生じたHyperplastic dental follicleの1例
A case of hyperplastic dental follicle occurred after the odontoma removal

【目的】	
　Hyperplastic dental follicle は、埋伏歯の歯冠周囲に線維組織過形成を生じる疾患である。
エックス線所見では含歯性嚢胞に類似した所見を呈し鑑別診断は困難とされる。
今回我々は、歯牙腫摘出後に生じた Hyperplastic dental follicle を経験したので報告する。
【症例】	
　11歳の女児。下顎左側犬歯の萌出遅延を主訴として、近歯科医院を受診。パノラマエック
ス線写真にて下顎左側犬歯の埋伏と歯冠近傍に不透過像を認め、同部の精査目的に2012年3
月本学口腔外科を紹介受診となった。歯科用コーンビーム CT 所見では、下顎左側犬歯の埋伏
を認め、歯冠上方の低吸収域内に歯牙様成分を含む高吸収物を認めた。歯牙腫の臨床診断にて
鎮静下に腫瘍摘出術が施行され、病理組織診断は集合性歯牙腫であった。その後、本学矯正科
にて治療および経過観察となったが、2015年3月のパノラマエックス線にて下顎左側犬歯歯
冠周囲の透過像増大が疑われた。その後、2016年3月のエックス線で、歯冠周囲の透過像に
明らかな増大傾向を認めたため、含歯性嚢胞を疑い生検および開窓術を行った。病理組織診断
では、Hyperplastic dental follicle の回答であったが、含歯性嚢胞などの歯原性病変が否定で
きないことから、同年7月、全身麻酔下に埋伏犬歯抜歯および嚢胞摘出術が施行された。摘出
標本による病理組織診断は Hyperplastic dental follicle であった。
【まとめ】	
　歯牙腫摘出後の経過観察中に生じた Hyperplastic dental follicle を経験したので、臨床経過
および画像所見について報告する。

○前川 崇嗣1）、泉澤 充1）、髙橋 徳明1）、佐藤 仁1）、星野 正行1）、吉田 結実子1）、	
山田 浩之2）、佐藤 和朗3）、田中 良一1）

1）岩手医科大学 口腔顎顔面再建学講座 歯科放射線学分野 
2）岩手医科大学 口腔顎顔面再建学講座 口腔外科学分野 
3）岩手医科大学 口腔保健育成学講座 歯科矯正学分野

○Takashi	Maekawa1）,	Mitsuru	Izumisawa1）,	Noriaki	Takahashi1）,	Hitoshi	Satoh1）,	Masayuki	Hoshino1）,	
Yumiko	Yoshida1）,	Hiroyuki	Yamada2）,	Kazuro	Satoh3）,	Ryoichi	Tanaka1）

1） Division of Dental Radiology, Department of Reconstructive Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, 
Iwate Medical University

2） Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Reconstructive Oral and Maxillofacial Surgery, School 
of Dentistry, Iwate Medical University

3） Division of Orthodontics, Department of Developmental Oral Health Science, School of Dentistry, Iwate Medical 
University
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歯科放射線　61巻　増刊号

一般口演2

石灰化を伴った唾液腺悪性腫瘍の3例
Three cases of malignant salivary gland tumors with calci�cation

【緒言】	唾液腺腫瘍のうち石灰化を伴うものは稀であるが、石灰化を伴う場合には悪性腫瘍で
ある可能性が高くなるため、その所見は重要である。今回、当院では腫瘍内部に石灰化物を伴
う悪性唾液腺腫瘍を3例経験したので、病理組織学的検討とともに若干の考察を加え報告する。
【症例1】	悪性多形腺腫（63才の女性）
　2014年9月に義歯作成目的に当院を受診し、初診時のパノラマにて顎下部不透過像を認めた。
MRI所見：	T1WI、T2WI において周囲を低信号の帯状領域に囲まれた高信号で、STIR にて

内部不均一なやや高信号を呈していた。
【症例2】	悪性多形腺腫（62才の女性）
　2002年から左側耳下腺部の腫瘤を自覚し、2018年5月に当院を受診した。
CT 所見：	耳下腺前方部に多数の砂状石灰化物を伴う mass を認めた。
MRI所見：	T1WI にて低信号、T2WI 及び STIR にて内部不均一なやや高信号を呈しており、

内部辺縁に石灰化を疑う多数の点状無信号領域を認めた。
【症例3】	腺様嚢胞癌（57才の男性）
　2020年1月に左側顎下部の腫脹を自覚し、2020年10月当院を受診した。
CT 所見：	左側顎下腺の腺体内に mass を認めた。内部は低吸収域と高吸収域が混在しており、

孤在性の石灰化物を認めた。
MRI所見：	T1WI にて低信号、T2WI 及び STIR にて辺縁低信号〜無信号・中心部高信号で

あった。
【考察】	今回、我々が経験した症例ではいずれも病理画像で硝子化が著明であり、経過の長い
症例であったと推測された。唾液線腫瘍のうち、石灰化を伴うものとしては多形腺腫が広く知
られている。報告した3例のうち2例は悪性多形腺腫であった。多形腺腫における石灰化の出
現は、病変の長期化が示唆され、長期化とともに悪性化の危険性が高くなると考えられた。
　また、腺様嚢胞癌の症例では病悩期間こそ9ヶ月と短いものの、硝子化及び石灰化を生じて
いることから病巣自体は長期に渡って存在していたと考えられた。そのため遠隔転移の可能性
も疑われたが、本症例では腫瘍周囲リンパ節への転移のみが確認された。
【結語】	唾液腺腫瘍における内部の石灰化物の存在は重要な所見と考えられた。

○吉田 祥子1）、白石 朋子1）、橋本 麻利江2）、香川 豊宏1）

1）福岡歯科大学 診断・全身管理学講座 画像診断学分野 
2）福岡歯科大学 口腔保健学講座 口腔健康科学分野

○Shoko	Yoshida1）,	Tomoko	Shiraishi1）,	Marie	Hashimoto2）,	Toyohiro	Kagawa1）

1）Section of Image Diagnostics, Department of Diagnostics and General Care, Fukuoka Dental College
2）Section of Pathology, Department of Morphological Biology, Fukuoka Dental College
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歯科放射線　2021年5月

一般口演2

単嚢胞型エナメル上皮腫2症例の画像的検討
Image diagnosis of two cases of unicystic ameloblastoma

【目的】	エナメル上皮腫は、歯原性腫瘍の約30% を占め、歯原性腫瘍の中では最も頻度の高い
疾患である。2017年の WHO 分類最新版では、エナメル上皮腫は、通常型、単嚢胞型、骨外型
/ 周辺型、転移性エナメル上皮腫に分類されている。さらに単嚢胞型のうち、luminal variant
および intraluminal variant のみを単嚢胞型とし、上皮の一部が上皮下結合織に腫瘍細胞増殖
を随伴し、再発リスクの高い mural variant は通常型として取り扱うことに変更された。
　WHO 新分類を用いた単嚢胞型エナメル上皮腫の報告は少なく、今回我々は新分類以降の2
症例を用いて、画像を中心に報告を行うことを目的とした。
【症例】	1例目は70代女性。歯肉の腫脹を主訴に2018年本学歯学部附属病院初診となった。
　2例目は20代男性。下顎の腫脹を主訴に2020年本学歯学部附属病院初診となった。
　いずれの症例も、初診時の CT 画像では内部に造影性のない境界明瞭な低 CT 値領域を認め、
歯原性角化嚢胞が疑われた。MR 画像では、周囲に一層の造影性を有し、T2強調画像にて均
一な高信号領域として描出され、歯原性角化嚢胞などの嚢胞性疾患が第一に疑われた。
　ただし、2例目に関しては顎骨の膨隆が大きく、腫瘍性病変を考慮する必要があると考えら
れた。
【考察】	腫瘍実質部分を有している通常型のエナメル上皮腫では、実質部分が造影性を有する
ことから歯原性角化嚢胞や含歯性嚢胞との画像的鑑別は比較的容易である。しかし、単嚢胞型
エナメル上皮腫は単房性の境界明瞭な X 線透過像を示し、CT あるいは MRI で造影性を認め
ないかわずかに周辺に造影性を有するのみである。このような所見は歯原性角化嚢胞や含歯性
嚢胞と類似しており、しばしば鑑別が困難となるが、過去の文献では ADC 値により、これら
嚢胞性疾患との鑑別が可能との報告もある。
　今回の症例では、ADC 値は1例目が2.48×10-3 ㎜2/s、2例目が2.72×10-3 ㎜2/s であり、
過去の報告とほぼ同等の結果となった。
　単嚢胞型エナメル上皮腫は、通常型と違って保存療法が選択されることが多いが、含歯性嚢
胞で行われるような摘出術のみでは不十分であり、摘出術に加えて掻把術を行うことが推奨さ
れている。摘出処置後の病理検査で単嚢胞型エナメル上皮腫と判明した場合、追加処置が必要
となる場合もあり、術前の画像診断の役割は大きいと考えられる。

○岡畑 諒子1）、島本 博彰1）、中島 美裕1）、濱本 牧人1）、丸谷 佳右1）、辻本 友美1）、	
内山 百夏1）、大家 香織2）、豊澤 悟2）、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）大阪大学歯学部附属病院 検査部

○Ryoko	Okahata1）,	Hiroaki	Shimamoto1）,	Miyu	Nakajima1）,	Makihito	Hamamoto1）,	Keisuke	Marutani1）,	
Tomomi	Tsujimoto1）,	Yuka	Uchiyama1）,	Kaori	Ooya2）,	Satoru	Toyosawa2）,	Shumei	Murakami1）

1）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Osaka University Graduate School of Dentistry
2）Clinical Laboratory, Osaka University Dental Hospital
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歯科放射線　61巻　増刊号

一般口演2

非復位性関節円板転位から復位性に改善した症例の病態の分析
Study of pathological conditions of improvement from anterior disc displacement without 
reduction to reduction

【背景ならびに目的】	顎関節症治療のゴールは病態によって異なると提唱されている。その一
方で、どうような病態改善を治療の目的とするかは明確でない部分もある。そこで、非復位性
関節円板前方転位が非復位性と改善した症例の病態を分析することで、復位性の状態を治療目
標に設定できる症例を明らかにすることを目的とした。
【方法】	症例の包含基準は、約1年間に他医療機関から紹介来院し、研究者の1名が診療を担
当し、理学療法のみを行い、初診時と6か月以上の経過管理後に MRI を行った非復位性関節
円板前方転位症例とした。
　全症例にマニピュレーションのみを実施し、自己理学療法としては、1.	朝昼夜就寝時に10
回ずつ三横指までの開口練習、2.	歯列接触癖（TCH）是正（ガム咀嚼の禁止を含む）、3.	頬杖
禁止、を指示した。オーラルアプライアンスは全例用いておらず、外科的治療を行った症例は
除外した。
　分析項目は、年齢、開口障害の自覚、開口距離、関節音、顎運動痛の部位、MR 画像所見

（関節円板転位程度、関節円板形態、骨変化、貯留液である。
　統計解析は SPSS ver. 25（日本 IBM、東京）で、カイ二乗検定と Mann-Whitney U 検定を
行った。
【結果】	3か月以上の経過管理後に復位性関節円板前方転位になった例（以下、woR → wR）は7
例（女性5例、男性2例）12関節、非復位性関節円板前方転位のままだった例（以下、woR →）
は8例（女性6例、男性2例）13関節で年齢はそれぞれ中央値19歳（最高26歳、最少16歳）、中
央値33歳（最高55歳、最少17歳）で有意差があった。
　臨床所見は、開口距離に woR → wR 群と woR →群との間に有意差があり、MR 画像所見は、
関節円板転位程度、関節円板形態、骨変形の有無に woR → wR 群と woR →群との間に有意
差を認めた。
【結論】	非復位性関節円板前方転位症例は、症例が20歳代以下、開口距離が40mm 未満、MR
画像で円板形態が Biconcave、転位程度は中程度、骨変形がない場合には、理学療法のみで復
位性関節円板転位を治療目標とできる可能性が示唆された。
　これは、骨変化が生じるリスクの低い顎関節症病態を獲得できることになるが、少数例のた
め今後の検討が必要である。

○五十嵐 千浪、小林 馨、杉崎 正志、中島 和則、伊東 宏和、大蔵 眞太郎、枝 卓志、	
若江 五月、駒橋 武、今中 正浩
鶴見大学 歯学部 口腔顎顔面放射線・画像診断学講座

○Chinami	Igarashi,	Kaoru	Kobayashi,	Masashi	Sugisaki,	Kazunori	Nakashima,	Hirokazu	Ito,		
Shintarou	Okura,	Takashi	Eda,	Satsuki	Wakae,	Takeshi	Komahashi,	Masahiro	Imanaka
Department of Oral and Maxillofacial Radiology and Diagnosis, Tsurumi University School of Dental Medicin 
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歯科放射線　2021年5月

一般口演2

口腔領域における片側優位の不快感と 
Trigeminal Neurovascular Contactの関与
Differences of clinical characters in the patients with predominantly unilateral oral discomfort 
with and without trigeminal neurovascular contact

【緒言】	口腔領域に生じる慢性疼痛や不快感には三叉神経痛だけでなく、舌痛症や非定型歯痛、
口腔異常感症、咬合異常感などがある。これまで三叉神経痛における Neurovascular Contact

（NVC）の関与が報告されてきたが、舌痛症や非定型歯痛などのその他の口腔領域の疾患群に
おいては未解明なままである。今回我々は、慢性的に片側優位な不快感を呈する患者における
臨床的特徴を NVC の有無別に比較分析することで、片側優位の不快感と NVC との関連を
retrospective に検討した。
【対象・方法】	対象は2017年4月1日から2020年3月31日までに当科を初診した患者のうち、
慢性的な片側優位の不快感を認め、MRI にて NVC の有無を診査した患者。年齢、性別、診
断名および臨床的特徴は診療録を基に Retrospective に調査した。
【結果】	対象患者450名（女性74.9%、平均年齢59.6±13.8歳）のうち、41.1%（185/450）に
NVC を認めた。診断名別では舌痛症のうち43.0%（107/249）、非定型歯痛・顔面痛42.1%

（69/164）、口腔異常感症40.3%（27/67）、咬合異常感42.3%（11/26）、三叉神経痛25.0%
（3/12）に NVC が認められた。NVC の有無別に、年齢、性別、病悩期間、精神科的疾患の既
往、頭痛既往において有意差は認められなかった。しかし、NVC のない群では、抑うつ尺度
である Self-rating Depression Scale（45.2±10.8 vs 42.2±10.1、p= 0.003）や身体症状を示
す Somatic Symptom Scale 8（8.9±5.7 vs 7.4±5.6、p= 0.006）、口腔内症状の程度を示す
Visual Analogue Scale（51.8±30.1 vs 45.1±31.7、p= 0.027）において有意に高い値が認め
られた。
【結語】	口腔領域における片側優位の慢性的な不快感では約40% では NVC の関与が示唆され
た。一方、NVC がない群ではより重篤で複雑な臨床症状を呈しており、より上位の中枢メカ
ニズムの存在が推察された。今後、口腔領域の慢性疼痛や不快感を呈する病態の解明において、
末梢と中枢とをつなぐ本領域のさらなる研究が望まれる。

○渡邉 素子1）、須賀 隆行1）、Hong Chaoli1）、Liu Zhenyan1）、高尾 千紘1）、Tu Trang1）、
坂本 潤一郎2）、竹之下 美穂1）、倉林 亨2）、豊福 明1）

1）東京医科歯科大学 歯科心身医学分野 
2）東京医科歯科大学 口腔放射線医学分野

○Motoko	Watanabe1）,	Takayuki	Suga1）,	Chaoli	Hong1）,	Zhenyan	Liu1）,	Chihiro	Takao1）,	Trang	Tu1）,	
Jyunichiro	Sakamoto2）,	Miho	Takenoshita1）,	Tohru	Kurabayashi2）,	Akira	Toyofuku1）

1）Psychosomatic Dentistry, Tokyo Medical and Dental University
2）Oral and Maxillofacial Radiology, Tokyo Medical and Dental University
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歯科放射線　61巻　増刊号

一般口演2

Compressed SENSE併用3D-T1TFE法による下顎悪性腫瘍浸潤の評価 
～CT・病理画像との比較～
Delineation of malignant mandibular tumors by Gd-enhanced 3D-T1TFE sequences with 
Compressed SENSE –Comparison with CT images and histopathological �ndings–

【目的】	造影後の Compressed SENSE 併用3D-T1TFE 法から再構成画像を作成し、下顎悪
性腫瘍の骨内・軟組織浸潤に関して評価者間の一致度を CT と比較すること。さらに実際の骨
浸潤を病理所見と対比すること。
【方法】	対象は下顎悪性腫瘍患者18名。使用装置は Philips 社製 MRI 装置 Ingenia 3.0T。MR
の撮像は Compressed SENSE 併用3D-T1TFE 法を用いた。使用画像は、元画像と冠状断お
よび歯列弓に水平・垂直の再構成画像。顎骨浸潤は2名の歯科放射線科医が浸潤程度（BI-1, 
BI-2, BI-3 BI：Bone Invasion）を評価した。さらに軟組織浸潤（歯肉口唇（頬）溝、顎舌骨筋、
咀嚼筋隙）の有無を評価した。所見の一致度はカッパ係数で評価した。病理が得られた12例
については口腔病理医が浸潤程度を評価し画像と対比した。
【結果】	顎骨浸潤程度について MR および CT ともに評価者間の一致度は高かった（κ=0.887、
0.762）。病理との比較では各評価者で MR が100%、92%、CT が92%、83% で一致した。
MR で病理と不一致の1例は画像で過大評価であり、CT で不一致の3例はいずれも過小評価
であった。軟組織浸潤について MR の歯肉口唇（頬）溝の評価者間の一致度は低かったが（κ
=0.333）、顎舌骨筋、咀嚼筋隙ではそれぞれκ =0.665、1.0と高い一致度を示した。CT 画像
ではいずれも低い一致度であった（κ=0.15、0.273、0.248）。
【考察・結論】	下顎悪性腫瘍の顎骨浸潤において、CS-3D-T1TFE 法から作成した再構成画像
は CT 画像より高い割合で病理組織標本の所見と一致した。高速撮像により造影剤が染み出す時
間を短縮したことで過大評価の抑制ができたこと、脂肪抑制により骨梁の破壊が生じる前の腫瘍
進展を明瞭に描出できたことが要因と考えられた。軟組織浸潤において CS-3D-T1TFE 画像で
は歯肉口唇（頬）溝部の評価は困難であるものの、顎舌骨筋や咀嚼筋隙への浸潤に対しては多く
の症例で評価可能であった。これは Dixon 法併用による局所磁場補正による利点であり、金属
アーチファクトにより軟組織評価が極めて困難な CT と比較して MR の利点である。以上より、
CS-3D-T1TFE 法は下顎骨悪性腫瘍の骨内・周囲軟組織の浸潤評価に有用であると考えられた。

○加美 由紀子1）、筑井 徹1）、川野 真太郎2）、藤井 慎介3）、栂尾 理4）、大賀 正浩5）、	
清島 保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）九州大学大学院 歯学研究院 顎顔面腫瘍制御学分野、 
3）九州大学大学院 歯学研究院 口腔病理学分野、4）九州大学大学院 医学研究院 分子イメージング・診断学講座、 
5）九州大学病院 医療技術部放射線部門

○Yukiko	Kami1）,	Toru	Chikui1）,	Shintaro	Kawano2）,	Shinsuke	Fujii3）,	Osamu	Togao4）,	Masahiro	Ooga5）,	
Tamotsu	Kiyoshima3）,	Kazunori	Yoshiura1）

1）Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dental Science, Kyushu University 
2） Section of Oral and Maxillofacial Oncology, Division of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Sciences, Faculty of 

Dental Science, Kyushu University
3） Laboratory of Oral Pathology, Division of Maxillofacial Diagnostic and Surgical Sciences, Faculty of Dental 

Science, Kyushu University
4）Department of Molecular Imaging＆ Diagnosis, Graduate School of Medical Sciences, Kyushu University
5）Department of Medical Technology, Kyushu University Hospital
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歯科放射線　2021年5月

一般口演2

三叉神経痛患者のMRI脳槽撮影におけるシークエンスの検討： 
3D spin echo（SPACE）と3D gradient echo（CISS）との比較
MR cisternography for trigeminal neuralgia:  
Comparison of 3D spin-echo and 3D gradient-echo sequences

【目的】	三叉神経領域の MRI 脳槽撮影における SPACE 法と CISS 法の画像を比較し、三叉神
経痛の診断に SPACE 法が CISS 法の代替撮影法となり得るかを評価すること。
【方法】	本院にて MRI が施行された三叉神経痛疑いの患者10名に対し、CISS 法を含む当外
来ルーチンの撮影に SPACE 法を追加撮像して、その画像を比較評価した。三叉神経起始部に
おける Neurovascular compression（NVC）の評価の可否（診断不可：1、おそらく診断可：2、
診断可：3）、脳槽におけるアーチファクトの程度（著明：1、中程等度：2、ほぼ無：3）に関
して3方向（Axial、Coronal、Sagittal）の断面画像を観察した。比較評価は2名の歯科放射線
医が独立して行った。統計解析は、観察者間について級内相関係数を求め、2つの撮像法の違
いについて Wilcoxon test を用いた。統計解析には統計ソフトウェア EZR を使用し、P 値0.05
未満を有意差があるとした。
【結果】	NVC の診断の可否について両撮影法間で有意差は認めらなかった。一方、アーチファ
クトの程度については SPACE 法の方が抑えられ、撮像法間に有意差が認められた。
【結論】	SPACE 法は CISS 法と比較して、同等の NVC 診断画像が得られ、アーチファクトの
発生が有意に少なかった。また、SPACE 法の方が短い撮像時間であることを考慮しても、
SPACE 法は CISS 法の代替撮影法となり得ると考えられた。

○富里 博1）、渡邊 裕2）、坂本 潤一郎2）、栗林 亜実2）、田口 美晴2）、児玉 紗耶香2）、	
倉林 亨2）

1）東京医科歯科大学 歯学部附属病院総合診療科 歯科放射線外来、2）東京医科歯科大学 口腔放射線医学分野

○Hiroshi	Tomisato1）,	Hiroshi	Watanabe2）,	Junichiro	Sakamoto2）,	Ami	Kuribayashi2）,	Miharu	Taguchi2）,	
Sayaka	Kodama2）,	Tohru	Kurabayashi2）

1） Oral and Maxillofacial Radiology Clinic, General medical department, Dental Hospital, Tokyo Medical and Dental 
University

2）Oral and Maxillofacial Radiology, Tokyo Medical and Dental University
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歯科放射線　61巻　増刊号

一般口演3

顎骨中心性腫瘤における導帯管のCT画像所見
The gubernaculum tract of the intraosseous lesion on CT

　導帯管は歯胚と歯槽頂部に繋がるトンネル状の骨欠損として認められる。我々は日本歯科放
射線学会第59回学術大会において、歯牙腫の発生と導帯管との関係性について発表した。今
回、歯牙腫以外の顎骨中心性腫瘤における導帯管の所見について検討することとした。
　対象は九州歯科大学付属病院にて確定診断が得られた顎骨中心性腫瘤を有する症例とし、
multi-detector CT 画像をレトロスペクティブに検討した。対象疾患はエナメル上皮腫、歯原
性角化嚢胞、石灰化歯原性嚢胞、含歯性嚢胞、骨形成線維腫、線維腫、切歯管嚢胞、単純性骨
嚢胞、神経鞘腫であった。それらの CT 画像における歯槽頂との連続性の特徴から次の3グ
ループに分類した。
グループ1：病変と歯槽頂が導帯管を介して連続しているもの。
グループ2：病変と歯槽頂が直接連続しているもの。
グループ3：病変と歯槽頂に連続性を認めないもの。
　歯原性角化嚢胞と含歯性嚢胞では導帯管が認められる症例（グループ1）がそのほとんどを
占めていた。歯原性疾患では導帯管あるいは直接歯槽頂と連続している症例（グループ1, 2）
が多くを占めていたが、非歯原性疾患では歯槽頂との連続性を認めず（グループ3）その分布
に優位差を認めた。また、歯原性疾患でグループ3に分類されたものの中には完全に閉塞した
導帯管様の構造を有するものも認められた。
　導帯管の所見は歯原性疾患の多くで認められることが明らかになった。また、病変と歯槽頂
との連続性は歯原性疾患の特徴であることが示された。

○小田 昌史、田中 達朗、松本（武田） 忍、若杉（佐藤） 奈緒、山下 浩平、城嶋 孝章、	
宮村 侑一、森本 泰宏
九州歯科大学 歯科放射線学分野

○Masafumi	Oda,	Tatsurou	Tanaka,	Shinobu	Matsumoto-Takeda,	Nao	Wakasugi-Sato,	Kouhei	Yamashita,	
Takaaki	Joujima,	Yuichi	Miyamura,	Yasuhiro	Morimoto
Oral and Maxillofacial Radiology, Kyushu Dental University 
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歯科放射線　2021年5月

一般口演3

歯原性病変の鑑別診断：CTテクスチャ解析の適応
Application of Texture Analysis to Odontogenic Lesions

【目的】	顎骨に発生する歯原性病変は、腫瘍性病変や嚢胞性病変など様々である。それらの画
像診断に CT は頻用され、硬組織表示の形態学的評価および軟組織表示の内部性状評価は鑑別
診断に有用である。しかしながら、発生頻度が高い歯原性角化嚢胞（OKCs）、エナメル上皮腫

（AMs）、含歯性嚢胞（DCs）の画像所見でさえ類似することがあり、CT による鑑別診断が困
難な場合も少なくない。
　近年、医用画像にテクスチャ解析が適用され、その有用性が報告されている。その代表的な
手法には、画像中のある値について特定の空間的関係にある画素のペアの出現回数を評価する
grey level co-occurrence matrix（GLCM）や、同じグレーレベルを示す画素の長さについて
評価する grey-level run length matrix（GLRLM）などがあり、人の目には捉えられないよう
な特徴量により分類や予測が可能となるという。
　本研究は、OKCs、AM、および DCs の CT 画像にテクスチャ解析を適応し、それらの鑑別
診断に有用か評価することを目的とした。
【方法】	本研究は本学歯学部倫理審査委員会（D2020-3）の承認のもとに行われた。対象症例
は術前 CT が施行され、その後、病理組織学的診断にて OKCs・AMs・DCs のいずれかが確
認された127症例（OKCs 36例、AMs 28例、DCs 63例）とした。各症例の最大割面を含む軟
組織表示 CT 軸位断画像上で、不整形の関心領域（ROI）を手動で設定し、ROI 内のテクス
チャ解析を行った。本研究では、ヒストグラム解析・GLCM・GLRLM を行い、24特徴量に
ついて算出した。その特徴量について OKCs・AMs・DCs の3群間で比較し、統計学的解析

（Kruskal-Wallis 検定および Steel-Dwass 検定）を行った。
【結果】	Kruskal-Wallis 検定では、13特徴量で有意差が認められた。Steel-Dwass 検定より、
AM・DC 間では10特徴量、OKC・DC 間では7特徴量、OKC・AM 間では1特徴量で有意差
が認められた。さらに、3群間全てで有意差を示した1特徴量が明らかとなった。
【結論】	テクスチャ解析を CT 画像に適応することは、一般的な発生頻度の高い歯原性病変の
鑑別診断に際し、有用な定量的情報をもたらす可能性がある。

○田口 美晴、坂本 潤一郎、渡邊 裕、倉林 亨
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

○Miharu	Taguchi,	Junichiro	Sakamoto,	Hiroshi	Watanabe,	Tohru	Kurabayashi
Oral and Maxillofacial Radiology, Graduate school, Tokyo Medical and Dental University 
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歯科放射線　61巻　増刊号

一般口演3

下顎骨を用いた性識別への相同モデル化技術の応用
Application homologous modeling technique to sex determination using the mandible

【緒言】	法医学の分野では、以前より性識別に下顎骨が用いられてきた。骨を用いた性識別に
おける従来の方法は、解剖学的ランドマークの距離や角度を計測し、その値を用いて性識別を
行う方法であった。近年、顎骨などの新しい計測方法として、相同モデル化技術が注目されて
いる。相同モデル化技術は、3次元構築した画像のポリゴン数を統一することにより、主成分
分析などの統計学的解析を可能にする技術である。そこで、本研究では下顎骨を用いた性識別
に相同モデル化技術を応用し、その有用性について検討を行ったので報告する。
【対象および方法】	2018年から2019年に大阪医科大学附属病院歯科口腔外科を下顎智歯抜歯
目的に受診した84名（男性44名、女性40名）を対象とした。平均年齢は42.2±15.4歳であっ
た。顎骨骨折や顎変形症など顎骨の形態に影響与える可能性のある先天的・後天的疾患の既往
がある対象は除外した。また、歯の欠損は下顎骨の形態に影響を与える可能性があると考え、
残存歯数が14歯未満の対象も除外した。抜歯前に撮影したすべての CT 画像を3次元構築し、
相同モデル化支援ソフトを使用し相同モデル化した。この時に設定した解剖学的ランドマーク
は20とした。次に、全ての相同モデルの主成分分析を行い、得られた結果から Wilcoxon の
順位和検定を行い男女間で有意差がある主成分値を用いて性識別（判別分析）を行ったときの
ROC 曲線下面積（以下：AUC）、感度および特異度について検討を行った。さらに、第1から
10主成分値を用いて性識別（判別分析）を行ったときの AUC、感度および特異度について検
討を行った。
【結果】	Wilcoxon の順位和検定を行った結果、第1主成分で男女に有意差を認めた（p ＜0.05）。
第1主成分を用いて判別分析を行ったところ、AUC 0.62、感度0.48、特異度0.78であった。
次に、第1から10主成分値までを用いて判別分析を行った結果、AUC 0.85、感度0.82、特異
度0.85であった。
【考察】	本研究の結果は、これまでに本邦における下顎骨を用いた研究と同等の結果であり、
相同モデル化技術を用いた性識別は有用な方法と考えられた。相同モデル化技術は、欠損部の
予測などにも使用できる可能性が示唆されている。今後は、欠損した下顎骨を用いた性識別へ
の応用等に関する検討が必要と考える。

○中野 旬之、鈴木 慶、溝渕 祥、岡江 梓、井上 和也、松村 真由美、山本 直典、	
中島 世市郎、真野 隆充、植野 高章
大阪医科大学 医学部 感覚器機能形態医学講座 口腔外科学教室

○Hiroyuki	Nakano,	Kei	Suzuki,	Sho	Mizobuchi,	Azusa	Okae,	Kazuya	Inoue,	Mayumi	Matsumura,		
Naofumi	Yamamoto,	Yoichiro	Nakajima,	Takamitsu	Mano,	Takaaki	Ueno
Department of Oral Surgery, Osaka Medical College 
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歯科放射線　2021年5月

一般口演3

歯科用コーンビームCT撮影時に複数の金属間の海綿骨上に発生する 
ストリークアーチファクトを独自に開発した画像解析ソフトウェアと 
極値統計学を用いて評価したファントム実験
Evaluation of streak artifacts on a cancellous bone between metals in cone beam computed 
tomography by using our uniquely developed image analysis software and extreme value 
statistics：a phantom study

【目的】	「口腔内には金属が複数存在することが茶飯事である」という大前提の元では、複数
の金属間に発生する筋状の画像ノイズ、すなわちストリークアーチファクト（SA）は、歯科用
コーンビーム CT（CBCT）のまさに極めて重大な制限であり、往々にして歯根破折や骨吸収
などの診断を困難にする。それにも関わらず、CBCT における SA の形態と統計学的特性を
考慮した、SA の強さを定量的に評価する方法は長らく存在しなかった。一方、医科用 CT に
おいては今井らが、extreme value distribution を用いた SA の強さの定量的評価法を考案し
2007年に British Journal of Radiology 誌上で発表している。しかしながら、今井らの方法は
そのままでは CBCT 画像にはほぼ適用できない。そこで我々は、今井らの方法に変更を加え
CBCT 画像にも使える様に拡張し、我々が独自に開発した画像解析ソフトウェアに組み込ん
で実験を行った。その結果、この評価法により2体の金属に挟まれた象牙質を模したファント
ムの CBCT 画像上に発生する SA を計測できる場合があることを明らかにし、2020年に Oral 
Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology 誌上にて報告した。
　本研究ではこの評価法が、更に CBCT 画像の海綿骨上に発生する SA の評価に応用可能か
を調査することを目的とした。また、二つの撮影条件で SA の強さが変化するか確認すること
も目的とした。
【対象と方法】	海綿骨を模した材料としてハイドロキシアパタイト（HA）棒を利用した。ヒト
頭部を模した直径160 ㎜・高さ200 ㎜のアクリルと水からなる円筒状ファントムの内部に、2
本のチタン棒に挟まれた HA 棒を設置した。このファントムを CBCT で2種類の撮影条件で
1回ずつ撮影した。得られた各画像を、独自の画像解析ソフトウェアを用いて解析可能か確認
し、SA の強さを算出した。その後、2種類の撮影条件における SA の強さをマンホイットニー
の U 検定を用いて評価した。
【結果】	本研究で得られた CBCT 画像は全て解析可能であった。また、2種類の撮影条件にお
いて、SA の強さに有意差が認められた。
【結論】	今井らの方法を拡張した SA 評価法が CBCT 画像の海綿骨上の SA の評価にも応用可
能な場合があることが明らかになった。更に、撮影条件の変更により SA の強さが有意に変化
することも明らかになった。今後、この評価法を用いて、SA を減らすために CBCT の撮影
条件を最適化することが可能かもしれない。

○能村 嘉一、渡邊 裕、倉林 亨
東京医科歯科大学 口腔放射線医学分野

○Yoshikazu	Nomura,	Hiroshi	Watanabe,	Tohru	Kurabayashi
Oral and Maxillofacial Radiology, Tokyo Medical and Dental University 

O-16



― 42 ―

歯科放射線　61巻　増刊号

一般口演3

歯科用CTに対する関数解析と InteriorCTからの対策（3） 
―フーリエ面とρフィルター再構成からの解析―
Functional analysis and Interior-CT for Improvement at CT in the dental �eld（3）
–Analysis from Fourier Space andρ �lter reconstruction–

【背景】	2000年以降いわゆる不完全投影からの画像再構成の可能性について新たな知見が得ら
れた。再構成が困難とされた Intrior CT（制限視野）に既知情報を付加されると一意解が再構
成できることが Defrise, Kudo 等により導かれた。解の存在は関数解析的に証明され、実際の
解は微分ヒルベルト変換と逐次近似法等により得られている。これらの報告を根拠として演者
らは第231回関東地方会では（凸解析法と）ルジャンドル変換を用い、被写体外形に使用する
歯科用 CT のための口腔内外既知情報（外形治具）を提案した。

【今回の目的】 一方で現在の CT 画像の基礎的な解析（測定と分析）はヒルベルト変換にはよ
らずフーリエ変換に基づいている。ヒルベルト変換とフーリエ変換間には相互変換公式がある
が、Intrior CT には必ずしも変換が可能な条件下ではない。このため、ヒルベルト変換によ
る IntriorCT 再構成においても同時にフーリエ面での解析が必要と思われる。

【材料と方法】 逆投影とその後のρフィルターによる画像再構成は、陽には Helgason-Ludwig
の consistency 条件によるフーリエ切断面定理に依存しない。このため、（高速計算法がない
ため現在では実用的ではないが）、投影データのフーリエ変換での比較と同様、解析には有効
と思われる。そこで完全投影データと不完全投影データについてフーリエ面と逆投影再構成画
像で比較をおこなう。
【結果】	本発表では Intrior CT で発生する投影データの打ち切りにより
1）	基本周波に近い低い周波数領域での高周波側へのシフトの現象とこれに起因する位置不変性。
2）	投影絶対値の変動が極めて不安定な因子となりうる（FPD の感度自動補正が強い逆効果に

なりうる）。
3）	投影端の処理が高周波、低周波成分ともに影響を与える。
等の問題を提示する。
【考察】	このことは ” 定量ファントム ” 等による画素値の校正や各種の計測が容易（一意安定）
でないことも示している。さらに、再構成を行うπ方向の投影のある領域を超えて広く前回発
表の外形拘束を行うことが、歪みの低減に有意な凸条件となることが予想されることを提示す
る。（被写体外形の既知情報が有効であることは既に良く知られているが、歯科用 CT 画像で
の歪みに作用する可能性の報告は演者の知る範囲ではない。）

○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 口腔放射線医学分野

○Yasuhiko	Morita1）,	Hiroshi	Watanabe2）,	Tohru	Kurabayashi2）

1）Iwaki city, Japan
2）Oral and Maxillofacial Radiology, Tokyo Medical and Dental University
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歯科放射線　2021年5月

一般口演3

歯科用CTに対する関数解析と InteriorCTからの対策（4） 
―簡単なシュミレーション―
Functional analysis and Interior-CT for Improvement at CT in the dental �eld（4） 
– tiny simulation –

【背景】	再構成が困難とされた Intrior CT（制限視野）に既知情報を付加した再構成法 Pan, 
Noo, Defrise, Kudo 等により導かれた。
　これらの報告を根拠として演者らは第231回関東地方会では、被写体外形に使用する歯科用
CT のための口腔内外既知情報を提案した。

【今回の目的】 Fortran により第231回関東地方会で提案した口腔内外既知情報を用いた画像
再構成による数値シュミレーションの実装をおこなう。
　（解の存在が関数解析的に証明され、報告された条件の組合わせであるのでこの証明は試み
ない。）

【材料と方法】 テスト用の数値ファントム画像（1600×1600画素）を作成し、これに、口腔外
に既知の凸形状と減弱をもち外形を拘束するチンレスト、同様に顎骨の舌側に既知の減弱の凸
形状の領域を設定する。
　再構成画像を、（A）これらの既知情報と逐次近似法を用いない、微分逆投影 +（逆）ヒルベ
ルト変換法。以下 DBP。（B）これらの既知情報を用い、ヒルベルト変換 - 逆ヒルベルト変換
の逐次近似法。（C）通常のフィルター逆投影法（以下 FBP）による画像再構成で比較する。投
影については、（α）完全投影と（β）歯科用 CT 相当の円形制限視野とし、光線追跡法による
平行投影とした。（本来は Fan 投影が望ましいがヒルベルト変換線の設定から実装と設定の影
響の判断は容易ではない。）。散乱線や、X 線スペクトル、エネルギー輸送現象も考慮してい
ない。（本来は制限視野では多色 X 線スペクトルによる線質硬化の偏りから考慮が必要）
【結果】	抄録作成時点では、明解な分析に足る改善結果は得られていない。
　（基本となる完全投影での再構成では、既によく知られているように FBP（C）が他の方法
より優れている。今回も同様であった。制限投影においては DBP（A）と FBP（C）は同程度
になり、DBP による改善あるいは FBP の不適切性が考えらる。）
　（B）においてはヒルベルト変換線の設定、逐次近似の緩和パラメータ、用いる凸条件の組み
込み方法により大きく結果が異なることは良く知られており、さらに検討する予定である。

○森田 康彦1）、倉林 亨2）、渡邊 裕2）

1）いわき市 
2）東京医科歯科大学 口腔放射線医学分野

○Yasuhiko	Morita1）,	Tohru	Kurabayashi2）,	Hiroshi	Watanabe2）

1）Iwaki city, Fukushima, Japan
2）Oral and Maxillofacial Radiology, Tokyo Medical and Dental University
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歯科放射線　61巻　増刊号

一般口演4

リンパ節サイズに着目した半導体および非半導体 PET装置の 
口腔扁平上皮癌リンパ節転移の診断精度
Diagnostic Accuracy of Semiconductor and Non-Semiconductor PET scanner for Lymph 
Node Metastasis of Oral Squamous Cell Carcinoma Focusing on Lymph Node Size

【目的】	半導体 PET 装置は従来の PET 装置に比べて時間分解能や空間分解能、放射線感度が
向上しており、小さい病変に対する定量性が改善している。口腔扁平上皮癌の頸部リンパ節転
移を対象に、リンパ節のサイズの違いが半導体 PET と非半導体 PET の診断精度に与える影
響について詳細に比較検討した。
【方法】	対象は2016年9月〜2020年5月に口腔扁平上皮癌のために当院で術前に FDG-PET/CT
検査とその後に頸部郭清術を施行した患者65名（男性35名、女性30名、年齢17〜92歳、年齢
中央値69歳）に対して後方視的に検討した。PET 検査時、41名は半導体 PET/CT 装置（GE 社
製 Discovery MI）、24名は非半導体 PET/CT 装置（Siemens 社製 TruePoint Biograph 40）に
ランダムに割り振られた。検査前血糖値が150 ㎎/㎗以上、PET 検査から頸部郭清術までの期間
が1か月半以上、術前に化学療法等の補助療法を行った症例は検討から除外した。評価方法は、
頸部リンパ節のレベルごとに最大の SUVmax を計測し、病理組織学的なリンパ節転移の有無と
SUVmax との比較検討を行った。リンパ節のサイズは PET/CT 検査時の CT 横断像でリンパ節の
最大短径を計測した。
【結果】	半導体 PET は、SUVmax のカットオフ値を4.6とした場合、感度85.7%、特異度
94.2%、ROC 解析の area under the curve（AUC）は0.97であり、非半導体 PET に比べて有
意に優れた診断精度を示していた（P ＜0.01）。
　リンパ節のサイズを10 ㎜未満から5 ㎜未満まで1 ㎜ごとに診断精度を検討したところ、い
ずれも半導体 PET の転移リンパ節の SUVmax は非転移リンパ節に比較して有意に高い値を示
し、半導体 PET はリンパ節サイズが小さくなっても AUC 0.95以上であった。一方、非半導
体 PET はサイズが7 ㎜未満となると転移と非転移のリンパ節の SUVmax に有意差はなくなり、
非半導体 PET の AUC はリンパ節のサイズが小さくなるにつれて低下した。半導体 PET は
カットオフ値4.6を採用して全てのサイズのリンパ節を診断した際に最も診断精度が優れてい
た。一方、非半導体 PET ではカットオフ値をリンパ節のサイズが6 ㎜以上では2.5、6 ㎜未満
では1.9と分けて用いた際に最も診断精度が優れていた。
【結論】	口腔扁平上皮癌の頸部リンパ節転移診断において、半導体 PET はリンパ節のサイズ
が小さくても診断精度の低下はなく、一定の SUVmax をカットオフ値として診断することで
非常に優れた診断精度を有していた。

○小嶋 郁穂1）2）、高浪 健太郎3）、小川 武則2）4）、石川 健一朗2）5）、森下 陽平2）3）、	
石井 亮2）5）、大越 明2）5）、中目 亜矢子2）5）、飯久保 正弘1）2）

1）東北大学大学院歯学研究科 歯科医用情報学分野、2）東北大学病院 頭頸部腫瘍センター、 
3）東北大学病院 放射線診断科、4）岐阜大学医学部附属病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科、 
5）東北大学病院 耳鼻咽喉・頭頸部外科

○Ikuho	Kojima1）2）,	Kentaro	Takanami3）,	Takenori	Ogawa2）4）,	Kenichiro	Ishikawa2）5）,	Yohei	Morishita2）3）,	
Ryo	Ishii2）5）,	Akira	Ohkoshi2）5）,	Ayako	Nakanome2）5）,	Masahiro	Iikubo1）2）

1）Dental Informatics and Radiology, Tohoku University Graduate School of Dentistry
2）Head and Neck Cancer Center, Tohoku University Hospital
3）Diagnostic Radiology, Tohoku University Hospital
4）Otolaryngology, Gifu University Hospital
5）Otolaryngology-Head and Neck Surgery, Tohoku University Hospital
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歯科放射線　2021年5月

一般口演4

舌癌に対する高線量率組織内照射後の 18F-FBPA PETを用いた 
早期治療効果判定
18F-FBPA PET for early evaluation of treatment effect after high-dose-rate interstitial 
brachytherapy for tongue cancer

【背景】	
　18F-fluorodeoxyglucose（FDG）-PET は、口腔癌のステージング、再発や転移の診断に広
く用いられている。しかしながら、FDG は癌細胞のみならず好中球、リンパ球、マクロファー
ジ等の炎症細胞にも取り込まれるため、炎症性集積による偽陽性を示すことが臨床上大きな問
題である。近年、18F-fluoro-borono-phenylalanine（FBPA）が癌細胞に特異発現している L
型アミノ酸トランスポーター1（LAT1）選択的トレーサーであり、炎症細胞には全く取り込ま
れることなく癌細胞のアミノ酸取込みの亢進を正確に捉えることが明らかになった。
【目的】	
　FBPA-PET が舌癌に対する高線量率組織内照射（HDR-ISBT）後、術後炎症が生じている
時点での早期治療効果判定に有用であるかについて明らかにすること。
【方法】	
　舌癌に対する HDR-ISBT 施行（54 Gy/9 fractions/5 days）後、1か月以内に FDG-PET と
FBPA-PET 検査を行った5例を対象とした。両者の検査間隔は1日とした。術前の FDG-PET
を基準として舌原発巣の SUVmax を計測し、視覚的評価とあわせて治療効果判定を行った。
【結果】	
　術前 FDG-PET における舌原発巣の SUVmax は2.8-20.1（中央値：5.4）、術後 FDG-PET
における舌原発巣の SUVmax は4.7-7.6（中央値：7.1）であった。5例中4例で術後に SUVmax

が上昇しており、炎症と残存腫瘍を鑑別することは不可能であった。FBPA-PET における舌
原発巣の SUVmax は2.7-3.8（中央値：2.8）と FDG-PET のそれよりも低く、視覚的にほぼ異
常集積を認めなかった。フォローアップ期間は4-15か月（中央値：11か月）と短いものの、
現時点で全例局所再発所見は認めていない。
【結論】	
　症例数は少ないものの、FBPA-PET は舌癌に対する HDR-ISBT 後、術後炎症が生じてい
る時点での早期治療効果判定に有用である可能性が示唆された。

○島本 博彰1）、渡部 直史2）、仲 定宏3）、神谷 貴史3）、内本 有香1）、竹下 亜実1）、	
丸谷 佳右1）、岩本 悠里1）、辻本 友美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）大阪大学大学院医学系研究科 放射線統合医学講座核医学 
3）大阪大学医学部附属病院 放射線部

○Hiroaki	Shimamoto1）,	Tadashi	Watabe2）,	Sadahiro	Naka3）,	Takashi	Kamiya3）,	Yuka	Uchimoto1）,		
Ami	Takeshita1）,	Keisuke	Marutani1）,	Yuri	Iwamoto1）,	Yuri	Tsuijimoto1）,	Shumei	Murakami1）

1）Oral and Maxillofacial Radiology, Osaka University Graduate School of Dentistry
2）Nuclear Medicine and Tracer Kinetics, Osaka University Graduate School of Medicine
3）Radiology, Osaka University Hospital
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一般口演4

頭頸部放射線治療後のう蝕発生の特徴
Characteristics of the incidence of dental caries after head and neck radiation therapy 

【目的】	頭頸部放射線治療後の晩期障害である放射線性う蝕（以下、う蝕）は歯の喪失の大き
な原因であり、さらに難治性で患者の生活の質を大きく低下させる放射線性顎骨壊死の誘因で
ある。現在、う蝕の有効な予防法はなく、歯科管理を行っていくうえで非常に重要な課題であ
る。う蝕の原因について、歯が照射範囲に入ることにより、歯の組織が変性し脆弱化すること
で罹患リスクが高まるとの意見と、歯の変性よりも放射線性唾液分泌低下による唾液の生理作
用の低下と口腔環境の変化が原因との意見に分かれているが、未だ解決していない。本研究で
は頭頸部放射線治療を受けた患者においてう蝕の発生と照射野との関係を中心にう蝕の特徴を
評価するため、後方視的に調査した。
【対象】	対象は2009年から2011年の間に放射線治療に伴う口腔有害事象の予防のため当院歯
科放射線科に紹介され、再発や転移なく3年以上継続して歯科管理された頭頸部放射線治療患
者21例。対象の治療後3年間における照射野、歯の部位（上顎、下顎、前歯部、臼歯部）ごと
のう蝕の発生率について評価した。
【結果】	放射線治療後3年間における全体でのう蝕の発生率は23% であった。う蝕発生率は、
照射野内が25%、照射野外が75% であり、照射野外が有意に高かった。部位別では前歯部が
45%、臼歯部が55%、上顎が54%、下顎が46% であり、有意差は認められなかった。
【考察】	本研究の結果から、放射線性う蝕は照射野に関係なく発生することが示唆された。し
たがって、う蝕のリスクは照射による歯自体の構造の脆弱化だけでなく、照射に伴う口腔乾燥
症による唾液減少も大きく影響していると考えられる。そのため、放射線治療においては歯だ
けでなく唾液腺組織を照射野から外すことが重要であり、また直接口腔内が照射範囲に入って
いない症例であっても唾液腺線量が高い症例や唾液分泌低下が認められる症例は照射後のこま
めな口腔管理が非常に重要であると考えられた。また、唾液腺の照射線量を抑えることが可能
な IMRT はう蝕や放射線性顎骨壊死の予防に有効かもしれない。

○曽我 麻里恵1）2）、勝良 剛詞1）2）、新美 奏恵1）3）、黒川 亮1）4）、小林 太一2）、髙村 真貴2）、
田中 恵子1）5）、石山 茉佑佳1）5）、髙木 律男1）4）、林 孝文2）

1）新潟大学医歯学総合病院 医療連携口腔管理治療部、2）新潟大学大学院医歯総合研究科 顎顔面放射線学分野、
3）新潟大学大学院医歯総合研究科 組織再建口腔外科学分野、 
4）新潟大学大学院医歯総合研究科 顎顔面口腔外科学分野、5）新潟大学医歯学総合病院 患者総合サポートセンター

○Marie	Soga1）2）,	Kouji	Katsura1）2）,	Kanae	Niimi1）3）,	Akira	Kurokawa1）4）,	Taichi	Kobayashi2）,		
Masaki	Takamura2）,	Keiko	Tanaka1）5）,	Mayuka	Ishiyama1）5）,	Ritsuo	Takagi1）4）,	Takafumi	Hayashi2）

1） Oral Management Clinic for Medical Cooperation, Niigata University Medical and Dental Hospital
2） Division of Oral and Maxillofacial Radiology, Faculty of Dentistry＆Graduate school of Medical and Dental 

sciences, Niigata University
3） Division of Reconstructive Surgery for Oral and Maxillofacial Region, Faculty of Dentistry＆Graduate school of 

Medical and Dental sciences, Niigata University
4） Division of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry＆Graduate school of Medical and Dental 

sciences, Niigata University
5） Patient Total Support Center, Niigata University Medical and Dental Hospital
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一般口演4

口腔がんの定位放射線治療における再分布の意義
Signi�cance of redistribution in stereotactic radiation therapy for oral cancer

【目的】	位放射線治療は1回高線量を少数回照射する方法で、肺がんに対して劇的な臨床成績
が得られている。その理由として、高線量による血管への障害や免疫賦活化などが考えられて
いるものの、未だ明確な生物学的根拠は示されていない。p53遺伝子変異を有するがん細胞で
は、放射線照射後に放射線感受性である G2期で停止する再分布とよばれる現象が起こる。本
研究では、口腔がん細胞を用いて、定位放射線治療の効果を再分布という観点から検討した。
【材料・方法】	細胞周期可視化システム（Fucci）導入ヒト舌扁平上皮癌由来 SAS 細胞を使用し、
in vitro では、コロニー形成法、FACS、タイムラプスイメージング、in vivo では、ヌードマ
ウス皮下移植腫瘍の体積測定、腫瘍組織切片観察、in vivo imaging system（IVIS）により、
X 線照射後の細胞動態を検討した。
【結果・考察】	 in vitro において、X 線照射後、線量依存的に G2アレストが強く生じた。Σ20 
Gy/2 fr., Σ10 Gy/2 fr. を異なる分割間隔で照射すると、いずれの線量でも、2回目の照射を G2
アレストのピークで行った方が、G2アレスト前・後に行った細胞よりも生存率が低かった。
　in vivo における X 線照射後の G2アレストの強さは2 Gy ＜10 Gy、持続時間は10 Gy（最
低2日間）＜20 Gy（4日間）であり、in vitro と比較し線量依存的に著明に延長した。10 Gy 照
射後の G2アレストは、3時間では明らかでなく、1日後では著明に起こり、4日後では解除さ
れていた。これらの結果を元に、Σ20 Gy/2 fr. の照射で、2回目の照射が G2アレスト前（1
回目照射の3時間後）・中（1日後）・後（4日後）の場合での効果を検討したところ、G2アレス
ト中に2回目の照射をした場合に最も腫瘍増殖抑制効果が高かった。また、X 線照射3ヶ月後
において、2回目の照射が G2アレスト前・後のマウスでは、全てに腫瘍の残存・再増殖が認
められたが、G2アレスト中のマウスでは、4匹中3匹で CR が得られた。
　以上より、定位放射線治療を想定した照射では著明な G2アレストが引き起こされ、その状
態で次の照射を行うことが、高い腫瘍増殖抑制効果につながったと考えられた。本結果より、
定位放射線治療の有効性に再分布が寄与している可能性が示された。

○野島 瞳1）2）、戒田 篤志1）、原田 浩之2）、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 口腔放射線腫瘍学分野 
2）東京医科歯科大学 大学院医歯学総合研究科 顎口腔外科学分野

○Hitomi	Nojima1）2）,	Atsushi	Kaida1）,	Hiroyuki	Harada2）,	Masahiko	Miura1）

1） Department of Oral Radiation Oncology, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and 
Dental University

2） Oral and Maxillofacial Surgery, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical and Dental University
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ポスター発表

深層学習を用いたパノラマ X線画像における片側性顎裂の検出と分類
Detection and classi�cation of unilateral cleft alveolus with and without cleft palate on 
panoramic radiographs using a deep learning system

【目的】	顎顔面領域で頻度の高い先天性疾患の一つである顎口蓋裂に深層学習を応用した報告
はこれまでにない。本研究では顎口蓋裂患者のパノラマ X 線画像を用いて、顎裂の検出と分
類を顎裂に口蓋裂を伴わない症例（顎裂群）と伴う症例（顎裂 + 口蓋裂群）および顎裂のない症
例（control 群）に分類して評価することを目的とした。また、これらの性能に関係する可能性
がある画像所見について検討した。
【方法】	顎裂群174症例、顎裂 + 口蓋裂群209症例、control 群210症例のパノラマ X 線画像
を対象とし、ネットワークは DetectNet を用いた。顎裂群と顎裂 + 口蓋裂群では X 線画像の
顎裂部に設定した ROI の座標と顎裂群を class1、顎裂 + 口蓋裂群を class2としたラベルを作
成し、テキスト形式で保存して学習に用いた。control 群は class0とし、座標の設定を行わず
class のみのラベルを作成した。学習モデルは、顎裂群と顎裂 + 口蓋裂群を学習に使用した
Model1と、顎裂群、顎裂 + 口蓋裂群および control 群を学習に使用した Model2を作成した。
テストデータは顎裂群、顎裂 + 口蓋裂群および control 群をそれぞれ30症例とし、Model1と
Model2で同一の症例を用いた。また、モデルの性能に関係する可能性がある画像所見として、
健側に対する患側の梨状口下縁の位置と、患側側切歯の状態を評価した。
【成績】	作成したモデルは一つのパノラマ X 線画像において2つ以上の領域を顎裂部として推定
したものはなく、テストデータは顎裂群、顎裂 + 口蓋裂群あるいは control 群のいずれかに分類
されたため混同行列を用いて評価した。Model1と Model2の Recall、Precision、F-measure は
それぞれ0.71、0.74、0.70と0.82、0.84、0.81であり、Model2がそれぞれ高い結果となった。ま
た、Model1は control 群で12例の誤検出（擬陽性）があったが、Model2では1例のみであった。
患側梨状口下縁の所見は明瞭で同レベル、明瞭で患側が低位および不明瞭の3つに分類でき、所
見の分布には3群間で有意差を認めた。患側側切歯の特徴に関しては矮小歯、未萌出、近心傾斜、
先欠について評価したが、control 群で少なく3群間で有意差を認めた。
【結論】	DetectNet を用いた顎裂の検出能は全体としては比較的高い値を示したが、顎裂 + 口
蓋裂群の Recall は低い値にとどまった。control 群を訓練データに加えることで擬陽性が低下し
た。また、患側の梨状口下縁と側切歯の所見がモデルの性能に影響していることが示唆された。

○桒田 千亜紀1）、有地 淑子1）、福田 元気1）、桒田 勤2）、後藤 賢一2）、有地 榮一郎1）

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

○Chiaki	Kuwada1）,	Yoshiko	Ariji1）,	Motoki	Fukuda1）,	Tsutomu	Kuwada2）,	Kenichi	Gotoh2）,	Eiichiro	Ariji1）

1）Oral and Maxillofacial Radiology, Aichi-Gakuin University School of Dentistry
2）Division of Radiological Technology, Dental Hospital, Aichi-Gakuin University, Nagoya, Japan
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ポスター発表

頸部頸動脈狭窄症と歯槽骨吸収の関連について
Relationship between carotid artery stenosis and alveolar bone resorption

　動脈硬化性病変は糖尿病、高血圧症、高脂血症などの様々な疾患や生活習慣などが重なるこ
とで進行し、自覚症状が乏しいため早期発見や予防は重要である。動脈硬化により頸動脈狭窄
症が発症し、CT 像やパノラマエックス線像で石灰化像として診断できることは以前から報告
されてきている。またパノラマエックス線像から診断された頸動脈石灰化像が心臓血管疾患を
診断するための指標となることや歯周病と動脈硬化性病変との関連についても明らかにされて
いる。
　今回我々は、CT 画像診断から頸動脈石灰化病変と診断された295名（平均年齢は64.6±
11.8歳）を対象に、Schei らの方法を用いてパノラマエックス線像から残存歯の近遠心部歯槽
骨レベルを計測し歯槽骨吸収率を算出した。さらに歯槽骨吸収率と頸動脈石灰化との関連につ
いて検討した。
　被験者の歯槽骨吸収率を解析した結果、頸動脈石灰化群は121名、頸動脈石灰化を認めない
群は174名であった。また頸動脈石灰化病変を認める患者の特徴としては、50歳以上から頸
動脈石灰化の症例が増加傾向を示し、動脈硬化性病変の原因となる高血圧症の既往歴患者では、
歯槽骨吸収率が有意に高かった。またパノラマエックス線像から歯槽骨吸収率を測定すること
は、頸動脈石灰化リスクが高い患者を特定するための簡便な測定法として使用できる可能性が
示唆された。
　今後は、歯槽骨吸収率をより正確に簡便に計測できる DICOM データによる支援システム
構築開発を行い、動脈硬化性病変と歯槽骨吸収率との関連をより詳しく検討を行っていきたい。

○内田 啓一1）、出分 菜々衣2）、石岡 康明2）、岩﨑 由紀子1）、髙谷 達夫1）、浅野 晃3）、	
棟安 実治4）、森  啓1）、吉成 伸夫2）

1）松本歯科大学病院 初診室（総合診断科、総合診療科）、2）松本歯科大学 歯科保存学講座、 
3）関西大学 総合情報学部、4）関西大学 システム理工学部
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ポスター発表

美容整形手術2年後に生じた注入剤を原因とする右側頬部膿瘍の1例
A case of right buccal abscess caused by injected �ller two years after cosmetic surgery

【緒言】	美容外科領域にはさまざまな医療材料があり、その実際を把握することは簡単ではな
い。最近では、短時間で行え、比較的安価な費用といった手軽さから、プチ整形は都会だけで
なく地方でも広がっていると推測される。しかし、施術を受けた人はその内容を隠す傾向にあ
り、施術の既往を初診時に自己申告することは皆無に等しい。今回われわれは、美容整形の既
往が CT から判明し、美容整形2年後に注入剤が原因で頬部膿瘍を認めた1例を報告する。
【症例】	54歳女性。2017年12月12日起床時に右側頬部の腫脹および自発痛を自覚した。13日
勤務先の病院で蜂窩織炎の疑いと診断され、CT 検査、血液検査、抗生剤の投与を受けた。そ
の後も抗生剤の投与を受けたが、改善しなかったため、15日右側頬部の腫脹を主訴として、
当院を紹介され来院した。右側頬部に発赤を認め、開口量は2横指であった。既往歴なし。
CRP は6.23 ㎎/㎗と高値を示した。
パノラマエックス線写真：右側に感染源を疑う異常所見は認めなかった。
CT：右側頬部皮下に複数の類円形または円弧状の低濃度域を認め、CT 値は25HU 程度であっ
た。造影性は辺縁のみに観察され、膿瘍形成が疑われた。右側頬部皮下の膿瘍形成の対側とな
る位置の脂肪織が消失し、30HU 程度の軟組織塊が観察されたため、美容整形に伴う異物の存
在が疑われた。
　以上より、右側頬部の美容製剤を原因とする頬部膿瘍と診断された。
　再聴取により、約2年前に某美容整形で頬部へのアクアミドによる注入治療の既往が判明し
た。17日まで点滴処置後、症状改善したため退院した。
【考察】	シワや皮膚の陥凹部に注入剤を注入することで皮膚の内側から肌を持ち上げ、改善させ
る美容整形がある。ヒアルロン酸注入が有名であるが、効果が1〜2年と短く、定期的に受診する
必要がある。そのため、一部の美容外科では経済的理由から半永久的に残存するアクアミドが使
用されている。アクアミドは97.5% の純水と2.5% のポリアクリルアマイドからなる非吸収性の注
入剤である。しかし、非吸収性の製剤は生体にとって異物であり、二次感染のリスクが高くなる。
　美容整形後の問題について報告されることは少なく、特に地方ではその経験も少ないため、
診断に苦慮することがある。感染源として異物が疑われた時には美容整形の既往を考慮するこ
とが必要だと考えられた。美容を目的とした注入剤が原因で頬部膿瘍を認めた1例を経験した
ので報告した。
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Sclerosing Odontogenic Carcinomaの2例
Two cases of Sclerosing Odontogenic Carcinoma –case report and literature review–

【目的】	Sclerosing Odontogenic Carcinoma（SOC：硬化性歯原性癌）は、報告例が20例に満
たない極めてまれな歯原性癌腫である。病理組織学的に、緻密な硬化性間質を背景に上皮性腫
瘍細胞が単層性に索状配列した胞巣の形成を特徴とする。特徴的所見については不明である。
今回、我々は SOC を2例経験したため、画像を供覧するとともに、本疾患の特徴について文
献的考察を交え報告する。
【症例】	
1.  33歳の女性。左側上顎小臼歯部の腫脹を主訴として近医から紹介来院した。パノラマ X 線

写真では、左側上顎犬歯から小臼歯部にかけて、周囲硬化帯を有する境界明瞭な単胞性透
過像を認めた。口内法 X 線写真では、犬歯〜第2小臼歯の歯根は不整に吸収されていた。
単純 CT では、病変は正中付近から左側第1大臼歯に達していた。頬舌的膨隆はないものの、
頬側および口蓋側の皮質骨は菲薄化し、一部で消失していた。軟組織条件では、内部はほ
ぼ均一な soft tissue density であった。

2.		41歳の女性。左側下顎臼歯部の腫脹を自覚し、近医で透過性病変を指摘され紹介来院した。
パノラマ X 線写真では、左側下顎第1大臼歯相当下顎骨体部から下顎枝全域におよぶ境界
一部明瞭、内部やや不均一な透過像を認めた。骨条件 CT では、一部で骨膨隆がみられたが、
広範に皮質骨が破壊されていた。MRI では、T1強調像で均一な低信号、T2強調像で不均
一な高信号を示した。造影 MRI では、病変中央部に不整形の非増強領域が存在し、辺縁部
は強く増強されていた。Time intensity curve は漸増型を示した。FDG-PET では、病変
全域で uptake がみられ、病変部の SUVmax は15.29であった。

　症例1,	2とも手術材料病理診断にて SOC と最終診断された。
　今回、我々が渉猟した範囲では、15例の SOC が報告され、本2例を加えた17例をもとに
SOC の疫学データを集計した。患者の平均年齢52.5歳、男女比10：7、発生部位は上顎：下
顎 =7：10、前歯部：小臼歯部：大臼歯部（下顎枝含む）=5：5：7で、上顎では1例を除き前
歯・小臼歯部に発生していた。画像的には、約半数の症例で、症例1のように境界明瞭である
ものの、皮質骨の溶骨性変化や穿孔を伴っていた。また、別の約半数の症例では、症例2のよ
うな境界不明瞭な骨破壊がみられた。一方、線維骨病変を伴った内部石灰化を伴う症例や骨膜
反応、骨膨隆がみられた症例が報告されている。
【結論】	今回、我々は非常にまれな SOC を2例経験したので、その概要について報告した。
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下顎骨に発生した血管奇形の一例：CTとMRI所見を中心に
A case of vascular malformation of the mandible: CT and MR imaging �nding

　症例は30代の女性。令和元年10月に近隣歯科医院にて、下顎右側部に透過性病変を指摘さ
れたため、当院に紹介来院した。
　パノラマエックス線検査にて、下顎右側水平埋伏智歯相当部に多房性のエックス線透過性病
変を認めた。病変の精査のため CT 検査を行った。CT にて、下顎右側水平埋伏智歯下方に大
きさ23.5×20.1×8.5 ㎜程度の境界明瞭な低濃度域を認め、内部に大きさ1 ㎜程度の高濃度域
を認めた。下顎管は病変により上方に圧排されていた。病変による顎骨の膨隆は認められず、
舌側皮質骨付近に、蜂巣状を呈する多房性の低濃度域を認めた。周囲軟組織に、腫脹や濃度上
昇を疑う明らかな所見は認められなかった。病変内部信号の確認のため MRI 検査を行った。
MRI では、T1強調像にて低信号、T2強調像および STIR にて内部不均一な中〜高信号域を
認めた。ADC 値は1.23±0.16×10-3 ㎜2であった。画像診断よりエナメル上皮腫および歯原
性角化嚢胞、顎骨中心性血管腫（血管奇形）が疑われた。その後、下顎右側水平埋伏智歯抜歯
および生検を行い、顎骨中心性血管腫と診断された。
　血管奇形（vascular malformation）は、血管組織からなる腫瘍様の先天的な組織奇形として考
えられる過誤腫の一つである。ISSVA（The International Society for the Study of Vascular 
Anomalies）分類では、静脈奇形に分類されている。本疾患は顎骨での発生頻度が稀であり、
MRI において、病変内部の信号域がエナメル上皮腫等と類似し、鑑別が困難な症例が報告されて
いる。また、処置時や切除生検の際に、死亡例が存在することから、臨床的に重要視されている。
　今回我々は、下顎骨に発生した血管奇形の一例を経験したため文献的考察を加え報告する。
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口腔症状を主訴とするメトトレキサート関連リンパ増殖性疾患の 
MR画像について
MR Imaging of Methotrexate-related Lymphoproliferative Disease  
with chief complaint of oral symptoms

【目的】	メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患（MTX-LPD）とは、関節リウマチなどの治
療として用いられるメトトレキサート（MTX）の長期投与中に生じる医原性免疫不全に関連し
たリンパ増殖性疾患である。通常の悪性リンパ腫と比較して節外病変を呈することが多い。一
般的には消化管、皮膚、肺や軟部組織での報告が多く、頭頚部の発生頻度は低いが、唾液腺、
甲状腺、鼻腔などで報告されている。今回我々は口腔内の症状を主訴として訴えた MTX-
LPD 6例の臨床的特徴および MR 画像所見について報告する。
【方法】	本学歯学部附属病院において、2014年11月から2019年8月の間に口腔内の症状を主
訴として来院し、MRI を施行し、かつ病理組織学的に MTX-LPD と診断された7患者を対象
とした。このうち1例は金属アーチファクトにより画像評価が困難であったため除外し、最終
的に6患者を対象とした。1例を除くすべての症例で造影 MRI を行った。また18F-FDG 
PET/CT は5/6例において施行した。得られた画像を2人の放射線科医により評価した。
【結果】	発生部位は下顎歯肉が3例、上顎歯肉が2例、頬部が1例であった。6例中5例におい
て腫瘤が検出され、すべての腫瘤は T1強調画像では低信号、脂肪抑制 T2強調画像で均一な
高信号を示した。また、造影後脂肪抑制 T1強調画像では、腫瘤は均一に増強された。
Dynamic MRI を施行した3例では、全ての症例において急増漸減型を示した。拡散強調画像
は4例で施行し、得られた ADC 値の平均値は0.57×10-3 ㎜2/sec と低い値を示した。また、6
例中5例に骨浸潤が認められ、1例には腐骨が認められた。
　18F-FDG PET/CT における平均 SUVmax は11.42であった。2例では口腔以外の部位にも
病変が認められ、1例はリンパ節、他の1例は全身の皮下や筋肉、甲状腺や耳下腺にも病変が
認められた。
【結論】	今回我々は口腔内の症状を主訴として訴えた MTX-LPD 6例の臨床的特徴および MR
画像所見について報告した。MTX を投与されている患者が、内部の均一性と高い細胞密度を
示す、急速に成長する腫瘍を呈した場合、MTX-LPD を考慮する必要がある。
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The apparent diffusion coef�cient values of masticatory muscles 
are associated with temporomandibular joint disc displacement

Purpose: 
To evaluate relationships between apparent diffusion coefficient (ADC) values of masticatory 
muscles on magnetic resonance imaging (MRI) and temporomandibular joint (TMJ) disc 
displacement.
Patients	and	Methods: 
Eighty-two patients with temporomandibular disorders with bilateral symptoms (16 men, 
66 women, range 16-83 years, mean 49.2 years) who underwent MRI from November 2015 
to January 2017 were included. The MRI techniques used included axial diffusion-weighted 
imaging and short T1 inversion recovery imaging through the neck to the skull base. The 
regions of interest were drawn to completely include the right and left lateral pterygoid 
muscles, medial pterygoid muscles, and masseter muscles on a slice demonstrating the 
largest area of each muscle on the ADC map. Masticatory muscles involved in TMJ disc 
displacement on sides with reduction were compared with those on sides without reduction, 
and the effects of gender and age were analyzed.
Results: 
ADC values of lateral pterygoid muscles and masseter muscles involved in TMJ disc 
displacement on sides without reduction were significantly higher than those on sides with 
reduction (*p<0.05). 
Conclusions: 
In lateral pterygoid muscles and masseter muscles involved in disc displacement, ADC 
values of those on sides without reduction are higher than those on sides with reduction.
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Relationship between Joint effusion and ADC values of masticatory 
muscle in the temporomandibular joint

Background	and	Purpose:	
Diffusion-weighted imaging (DWI) make use of the Brownian motion of water protons in 
biological tissue. The purpose of our present study was to investigate correlation between 
the mean of apparent diffusion coefficient (ADC) value in the masticatory muscle and joint 
effusion.
Materials	and	Methods: 
The study group comprised 51 patients (14 men, 37 women; 21- 81 years of age, mean age 
50.12 years) with a total of 112 TMJs (54 TMJs with joint effusion, 48 TMJs without joint 
effusion）who were examined by MRI. This group were divided into two groups: with 
joint effusion groups and without joint effusion groups. Between each group of ADC value 
in the masticatory muscle differences were analyzed. Furthermore, calculated correlation 
using joint effusion as the criterion variable and ADC value of the masticatory muscle as 
explanatory variables.
Results:	
The mean ADC values of lateral pterygoid muscle were 1.23±0.14 ×10-3 mm2/s and 
1.02±0.11 ×10-3 mm2/s, corresponding to with joint effusion group and without joint 
effusion group, respectively (p < 0.01). The mean ADC value of medial pterygoid muscle 
were 1.08±0.16 ×10-3 mm2/s and 0.97±0.10 ×10-3 mm2/s (p < 0.05). The mean ADC value 
of masseter muscles were 1.09±0.12 ×10-3 mm2/s and 1.00±0.11 ×10-3 mm2/s (p < 0.05).
Conclusion: 
ADC values of the with joint effusion side were significantly higher than without joint 
effusion side. Our study found that change of ADC value in the masticatory muscle by joint 
effusion in the temporomandibular joint.
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リウマチ患者における下顎頭の ADC値
The apparent diffusion coef�cient on diffusion-weighted imaging of the mandibular condyle 
in patients with rheumatoid arthritis

Introduction: 
Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune disease that develops not only in elderly people, 
but also in individuals in their third decade of life. The average age of RA onset in adults 
is 40 years, with a 3:1 female-to-male ratio. Therefore, early detection of RA is important 
for these patients. Diffusion-weighted imaging (DWI) is a noninvasive quantitative method 
without contrast materials that plays an important role in the diagnosis, staging, and follow-
up of etiologically different musculoskeletal diseases. However, only a few studies have 
used the apparent diffusion coefficient (ADC) on DWI to evaluate RA in the mandibular 
condyle. The purpose of this study was to quantitatively assess the mandibular condyle in 
patients with RA using the ADC on DWI.
Patients	and	Methods: 
Thirty-three patients (33 women; 66 TMJs; age range, 32–77 years; and mean age, 57.2 ± 
14.7 years) with RA and temporomandibular joint (TMJ) pain who underwent magnetic 
resonance imaging (MRI) examination of the TMJs at our hospital between August 2006 
and December 2020 were included in this study. Twenty-two patients (22 women; 44 
TMJs; age range, 30–78 years; and mean age, 52.9 ± 15.3 years)  with normal TMJs who 
underwent MRI examination at our hospital between August 2006 and December 2020 
were included as controls. The MRI findings were compared between the two groups.
Results: 
The mean ADC values of the mandibular condyle in patients with RA were 1.21 ± 0.17 × 
10−3 mm2/s. The mean ADC values of the mandibular condyle in patients with RA were 
significantly greater than the controls (P < 0.01). Receiver operating characteristic (ROC) 
curve analysis revealed a cutoff of 0.87 for the ADC values of the mandibular condyle in 
patients with RA. The ROC curve analysis revealed areas under the curve for maximum 
ADC values of 0.94.
Conclusion: 
This study found that the ADC on DWI could be used for the quantitative assessment of 
the mandibular condyle in patients with RA. This discovery suggested that the ADC on 
DWI could be useful for predicting RA so that leads to early detection of RA.
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ADC値を用いた舌加齢変化の評価
Assessment of tongue aging changes using apparent diffusion coef�cient value

【目的】	
　舌の加齢変化については、多くの組織学的検討が散見されるが、多数例の拡散強調像を用い
た加齢変化の報告はみられない。本研究の目的は、舌の加齢変化を拡散強調像を用いて検討す
ることである。
【対象および方法】	
　本研究は、日本大学松戸歯学部の倫理委員会の承認を得ている（EC19-18-002-1）。日本大
学松戸歯学部付属病院放射線科にて MRI 検査を施行した患者のうち、舌に疾患を有さない患
者413症例（男性188名、女性225名、年齢分布20〜89歳）を対象とした。使用した装置は
1.5T の MRI であり、コイルは5-channel phased array coil を用いた。計測には、MR コン
ソール上で拡散強調像より作成した ADC（apparent diffusion coefficient）map を用いて、舌
の最大面積となる体軸横断像上で関心領域（ROI：region of interest）を設定し、ADC 値を計
測した。統計分析には、Mann-Whitney’s U-test と Spearman の相関係数を用いて、年齢、
性別および歯数と舌の ADC 値の比較および相関関係の検討を行った。P ＜0.05で有意性を示
すものとした。
【結果】	
　舌と年齢の ADC 値の間には正の相関がみられた（r= 0.35、P ＜0.01）。また、歯数につい
ては負の相関がみられた（r=-0.28、P ＜0.01）。性別については明らかな有意差はみられな
かった（P= 0.89）。
【結論】	
　本研究から、拡散強調像により舌加齢変化の評価が可能であった。加齢に伴い、舌の ADC
値は上昇することが明らかになった。
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拡散強調磁気共鳴画像法による糖尿病患者の下顎骨髄の ADC値
Apparent diffusion coef�cient values of the mandibular bone marrow with diabetes mellitus 
patients on diffusion-weighted magnetic resonance imaging

Introduction:	
Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disease characterized by hyperglycemia resulting 
from defects in insulin secretion, action, or both. Chronic hyperglycemia in diabetes is 
associated with long-term damage, dysfunction, and failure of different organs, especially 
the eyes, kidneys, nerves, heart, and blood vessels. However, to our knowledge, there 
were few studies about mandibular bone marrow in diabetes mellitus (DM) patients using 
diffusion-weighted imaging (DWI). The purpose of this study was to assess quantitatively 
the mandibular bone marrow of patients with and without DM using the apparent diffusion 
coefficient (ADC) values on DWI. 
Patients	and	Methods:	
70 DM patients (31 men, 39 women, 29-83 years of age, mean age 52.4 ± 15.3 years) and 
age, sex and periodontitis stage matched 70 non-DM patients who had underwent MRI 
between April 2006 and March 2020 were included in this study. The ADC was calculated 
using the ADC visualization tool implemented in a dedicated off-line workstation. The 
regions of interest (ROI) were manually placed on the ADC map on which the mandibular 
bone marrow from the lower first molar to the lower second molar was observed in 
patients with and without DM. Statistical analysis was performed using the Mann-Whitney 
U test and receiver operating characteristic (ROC) curve analysis. P-values <0.05 were 
considered statistically significant.
Results:	
The mean ADC values of the mandibular bone marrow of patients with and without DM 
were 1.18 ± 0.21 × 10−3 mm2/s and 0.83 ± 0.14 × 10−3 mm2/s, respectively. The ADC 
values of DM patients were significantly higher than those of patients without DM. ROC 
analysis revealed a cutoff of 0.92 to the ADC values of the mandibular bone marrow of DM 
patients. The accuracy of the ADC value (>0.92) showed the high diagnostic performance 
(0.85) to predict DM.
Conclusion:	
The present study examined the ADC values of the mandibular bone marrow of DM 
patients, which were significantly higher than those of patients without DM. The ADC 
values allowed the quantitative evaluation of the mandibular bone marrow of DM patients. 
DWI might serve as a new and noninvasive method to assess the presence of DM.
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Cine MRIによる口腔癌患者の嚥下機能評価法の有効性
Utility of swallowing evaluation in patients with oral cancer using Cine MRI

【目的】	
　口腔領域の悪性腫瘍患者に対して、T2強調像を応用した Cine MRI により手術前後の嚥下
機能評価を試み、その有効性について検討すること。
【方法】	
　本研究は九州歯科大学附属病院を受診し、口腔領域の悪性腫瘍と診断され、手術を施された
患者を対象とした。MRI 撮像には東芝社製1.5 Tesla MRI 装置ならびに頭頸部用コイルを使用
した。撮像は、5mL の生理食塩水を予め患者の口腔内に含ませておき、撮像開始の合図と同時
に嚥下させ、その様子を Cine MRI のシーケンスで撮像した。得られた MR 画像について画質
および軟組織（舌尖、舌根、軟口蓋、口底、咽頭後壁等）の可動性を評価した。さらに、Cine 
MRI の各種パラメーターと患者への問診による嚥下障害の状態との関連性ついて検討した。
【結果】	
　すべての口腔癌患者の Cine MRI において生理食塩水の食道への流れていく様子を確認する
ことができた。Cine MRI の各種パラメーターは、患者への問診による嚥下障害のスコアと有
意な相関関係を示した。また、患者の軟組織の可動性は術後に有意に悪化した。
【結論】	
　本研究では T2強調像をベースにした Cine MRI により、口腔癌患者の嚥下機能を評価する
ことが可能であることを明らかにした。実際に全ての患者において誤嚥の有無を評価すること
が可能であった。更に、MR 像であるため嚥下に関連する軟組織の可動性についても、個別に
評価ができることも明らかにした。
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歯科用コーンビームCT検査時の臓器線量および実効線量について 
―モンテカルロシミュレーションによる検討―
Organ doses and Effective dose in cone-beam computed tomography for dental use by 
Monte Carlo simulation 

【目的】	
　本研究の目的は、歯科用コーンビーム CT（CBCT）検査時の被曝線量推定をモンテカルロ
シミュレーションで行い、臓器線量と実効線量について検討することである。
【方法】	歯科用 CT のモデルとして、モリタ製作所の3DX FPD8を用いた。これに、ランド
ファントムと熱蛍光線量計（thermo-luminescence dosimeter：TLD）を用いて、管電圧
80kV、管電流7mA、360°撮影、Dose reduction モード未使用、FOV8 ㎝と FOV4 ㎝の条件
で、各臓器線量を求め、さらに実効線量を計算し、これを基準とした。モンテカルロシミュ
レーションコードとしては、Particle and Heavy Ion Transport code System（PHITS）を用
いて、3DX の線源とその挙動を解析してモデルを構築し、ランドファントムを医科用マルチ
スライス CT で撮影して作成したボクセルファントムに対して、上記撮影条件をコンピュータ
内で模擬して、各臓器線量および実効線量を推定した。
【結果】	
　PHTIS による実効線量値は、いずれの FOV においても TLD を用いた値とほぼ一致し、わ
れわれのシミュレーションモデルが妥当であることが明らかとなった。今回のシミュレーショ
ンでは、回転角度を1°としてシミュレーションを行ったため、角度ごとの臓器線量と実効線
量を求めることを可能にした。このデータは、TLD を用いた計測で同様の結果を得ることは
ほぼ不可能と思われ興味深い知見と思われる。
【結論】	
　今回われわれは、CBCT における被曝線量推定をモンテカルロシミュレーションで実行し、
臓器線量と実効線量を TLD と同等の精度で推定することができた。また、シミュレーション
では、TLD 計測では得られそうにないデータを提供できることを明らかにした。
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根管充填材の歯科用CBCT検査によるアーチファクトの評価
Assessment of root canal �lling materials artifacts in cone-beam computed tomography

【目的】	
　近年、歯の三次元的な画像評価の為に歯科用コーンビーム CT（CBCT）が多く用いられて
いる。歯内療法領域において、CBCT は根管の形態や歯根破折、根尖性歯周炎等の評価に非
常に有用であるが、根管治療に用いる根管充填材に含まれる造影剤により CBCT 画像上に
アーチファクトが生じる。CBCT 画像上の根管充填材のアーチファクトは、感染根管処置時
の根管形態の評価や、根管充填後の画像評価に影響を与え、根管治療の成功率に影響を及ぼす
可能性がある。そのため、CBCT 画像上で、根管充填材のアーチファクトの拡大率を把握す
ることは重要である。本研究ではファントームを用いて CBCT 画像上における根管充填材の
アーチファクトを評価し、根管充填材の CBCT 画像上の拡大率を求めた。
【材料および方法】	
　CBCT 装置は3D eXam（カボデンタルシステムズジャパン　大阪）を使用した。ファントー
ムは直径約3.6 ㎜×高さ7.5 ㎜の円柱体のアクリル容器を使用し、容器内部を水で満たした。
根管充填材は＃40モリタガッタパーチャポイント（モリタ　京都）を使用し、ファントームの
中央に設置した。撮像条件は、本学附属病院で歯内療法領域で使用されている撮像条件に従い、
管電圧120Kv、管電流5 mA、照射時間7.4 s、FOV 16D ×6H、ボクセルサイズ0.25 ㎜、撮
像時間26.9 s とした。アーチファクトの評価は、高精細モニターを使用し、axial 断面および
sagittal 断面で根管充填材の最大径をそれぞれ5回計測し、その平均値を求め、実際の根管充
填剤の大きさと比較し、拡大率を求めた。
【結果および結語】	
　CBCT 画像上の根管充填材は、アーチファクトにより axial 断面、sagittal 断面共に実長よ
り拡大が生じ、axial 方向に160%、sagittal 方向に158% 拡大することが明らかとなった。
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超解像畳み込みニューラルネットワークを適用して 
CBCT軟組織画像の軟組織ウィンドウ品質を向上させる
Application of super-resolution convolutional neural network technique to improve the 
quality of soft-tissue window cone-beam CT images

【背景】	
　超解像ニューラルネットワークを適用した CBCT 画像が、軟組織の視認性を向上させるこ
とができるかを調査する。
【方法】	
　埋伏智歯抜歯目的で撮影した全身用 CT200症例（硬組織画像30,452枚、軟組織画像30,452
枚）を訓練用データセットとして、全身用 CT と CBCT の両方を撮影済みの患者10症例（4,272
枚）を推論用データセットとして作成。画像は全て900×900ピクセルから256×256ピクセ
ルに圧縮した。深層学習は U-Net をベースにした超解像ニューラルネットワークを使用し、
全身用 CT の硬組織画像と軟組織画像の差分を学習させた。学習済みのモデルに推論用データ
セットを入力し、軟組織ウィンドウ様に変換された CBCT 画像を出力した。評価は両者に描
出された軟組織解剖構造を5段階でスコア付けする主観的評価と、ボクセル値のヒストグラム
分析による客観的評価の2つで行った。
【結果】	
　学習に要した時間は6日と14時間11分であった。顎下部の軟組織描出能は有意に向上した
が、上顎部の軟組織描出能は不鮮明さが残った。
【結語】	
　超解像技術により CBCT 軟組織画像の描出能が向上できる可能性が示唆された。
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歯科におけるフォトンカウンティングスペクトルCTの適用性
Applicability of photon-counting spectral CT in dentistry: a pilot study

Photon-counting spectral CT (PCSCT) has been applied to scan specimens for medical 
research studies. Its ability to visualize very tiny structures has yet to be demonstrated. 
Meanwhile, its ability of producing images with minimal metal artefacts could potentially 
benefit oral and maxillofacial imaging. In this study, we scanned extracted teeth with 
accessory canals, with titanium implant placed in proximity, and with gutta percha point 
inserted into the canal, respectively. The scans were compared to microCT and CBCT. The 
visualizations showed that images produced by PCSCT were comparable, if not superior, to 
the images produced by microCT and CBCT. PCSCT may have huge potential for dental 
applications.
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CTによるエックス線高吸収体の実長計測に関する検討 
―Window設定の影響について―
CT measurement of actual length of X-ray high absorbers
–In�uence by window settings–

【目的】	頭頸部領域の CT 診断において、歯や唾石、根充剤、造影された血管等、非常に高い
CT 値を有する高吸収体の距離や大きさを計測する場合がある。対象物の実長が表示されるよ
うな適切な Window 設定を知ることができれば、その計測は非常に簡便となる。そこで我々
は、CT の Window 設定がエックス線高吸収体の画像表示におよぼす影響について検討した
ので報告する。
【方法】	高吸収体の CT 画像は、物体を撮影した際の位置のずれやビームハードニング等の画
像への影響を避けるため、プログラミングにより CT 値を変換して作成した。基となる CT 画
像はマルチスライス CT（Aquillion PRIME：キャノンメディカルシステムズ株式会社、栃木
県）で、120kV、50mA、0.5 ㎜スライス厚、FOV24cm の条件で、ファントムを撮影して得
たものである。
　高吸収体は、背景を70H.U. として、同一画像上に500 H.U. から4500 H.U. まで、500 H.
U. 間隔で9個の正方形を作成した。大きさは一辺が2 ㎜のものと10 ㎜のもの、2種類作成した。
これらの高吸収体に対し、Window 設定を変更し、画像上の見かけの大きさがどのように変
動するか、DICOM Viewer ソフト（Expert INTAGE Ver. 1.03：サイバネットシステム株式
会社、東京）で一辺の長さの計測を行った。
【結果】	硬組織を観察する際に一般的に用いられる硬組織 Window（Window レベル500 H.U.、
Window 幅3000 H.U.）では、すべての高吸収体の輪郭がボケ、見かけ上の大きさが拡大した。
大きさの誤差は、実長2 ㎜と10 ㎜でほぼ同等で、1画素程度（0.468 ㎜）であった。一方、理論
的に最適と考えられる Window 設定を行った場合は、見かけ上の大きさは縮小した。
【考察】	距離や大きさの計測は対象物のプロファイルから求めるのが理想であるが、周囲構造
物との境界が不明瞭で、正確な計測が困難な場合が少なくない。今回、高吸収体の実長を表示
できる Window 設定を検討したが、設定が困難であることが明らかとなった。CT 画像上で
計測を行う場合は、少なくとも1画素程度の誤差が生じていることを認識すべきである。
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Relationship between mandibular cortical bone width and bone 
expansion in odontogenic keratocyst using computed tomography

Objectives: 
The purpose of this study was to establish the relationship between the bone expansion in 
odontogenic keratocyst (OKC) and mandibular cortical bone width.
Methods:	
We retrospectively reviewed 48 OKC patients who underwent CT in our hospital. The 
presence or absence of bone expansion due to OKC, morphology of OKC (unilocular or 
multilocular, and maximum diameter), and mandibular cortical bone width were evaluated. 
The patient characteristics and imaging data were compared between the OKC patients 
with and without bone expansion. Receiver operating characteristic (ROC) curve analysis 
was performed to assess the ability of mandibular cortical bone width to predict bone 
expansion in OKC. A P-value <.05 was considered statistically significant.
Results: 
The average thickness of the mandibular cortical bone width in OKC patients with and 
without bone expansion were 2.00±0.51 mm and 2.95±0.52, respectively. ROC analysis 
revealed the cut-off value of predicting bone expansion in OKC was 2.4mm in mandibular 
cortical bone width. The corresponding area under the curve was 0.914.
Conclusions: 
This study suggested that the reference values of 2.4 mm for mandibular cortical bone 
width on CT will be useful for predicting bone expansion in OKC, and for the differentiation 
of radiolucent lesions of the mandible in the future.

○伊東 浩太郎
日本大学松戸歯学部 放射線学講座

○Kotaro	Ito
Nihon University School of Dentistry at Matsudo 

P-18



― 66 ―

歯科放射線　61巻　増刊号

ポスター発表

CTを用いた下顎皮質骨幅による顎骨骨折の定量的評価
Quantitative evaluation for jawbone fracture by mandibular cortical bone width using 
computed tomography

Introduction:	
Maxillofacial trauma is a serious health problem because of its substantial negative impact 
on the physical and psychological health of patients. A few previous studies have reported 
risk assessment of jawbone fracture on the basis of mandibular cortical bone width. The 
present study aimed to evaluate mandibular cortical bone width using CT and to assess of 
the risk of jawbone fracture.
Materials	and	Methods:	
This retrospective study was approved by the Institutional Review Board (EC19-009). This 
study included patients (65 women and 40 men, mean age: 51.2 years [range 20-90] ) with 
suspected jawbone fractures who underwent CT at matsudo, Chiba, Japan, from April 2016 
to March 2018. Thickness of mandibular cortical bone was measured by coronal CT images 
on both sides of the mandible, distal to the mental foramen by two oral radiologists. All 
images were independently evaluated by two oral radiologists, and any differences were 
resolved by forced consensus. Each two groups were compared with and without fracture 
about average of thickness of mandibular. The exclusion criteria were under 20 years old 
and osteoporosis.
Results:	
Of the 105 patients, jawbone fractures were seen in 66 patients (62.9%). The average the 
mandibular cortical bone width in patients with jawbone fractures was 2.39±0.64 mm. In 
contrast, the average thickness of the lower mandibular cortical bone in patients without 
jawbone fracture was 2.76±0.62 mm (ｐ< 0.01).
Conclusions:	
Our results suggested that the mandibular cortical bone width on CT may provide a 
quantitative of jawbone fractures.

○板倉 剛
日本大学松戸歯学部 放射線学講座

○Go	Itakura
Department of Radiology, Nihon University School of Dentistry at Matsudo, Japan 
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機械学習による歯原性病変のCT鑑別診断支援： 
アンサンブル分類器の適応とその評価
A machine learning approach for differential diagnosis of odontogenic lesion:  
Application and evaluation of classi�cation ensembles

【目的】	近年、放射線画像診断分野への機械学習・深層学習の適応が盛んに行われ、AI によ
る病変特定や鑑別診断が試みられている。歯原性角化嚢胞（OKC）、エナメル上皮腫（AM）、
含歯性嚢胞（DC）は顎骨に発生する代表的な歯原性病変であり、CT における鑑別診断の難易
度は様々だが、鑑別診断学習器によるスクリーニングが可能となれば業務効率化や誤診減少へ
とつながる。
　本研究の目的は、OKC、AM、および DC の CT から抽出した特徴量を用いて、鑑別診断
学習器を作成し、その診断能について評価することである。
【方法】	本研究は本学歯学部倫理審査委員会（D2020-3）の承認を得ている。対象は術前 CT
が施行され、病理組織診断にて組織型が確認された127例（OKC36例、AM28例、DC63例）
とした。CT より軟組織テクスチャ特徴量（24特徴量）と硬組織形態的特徴量（6特徴量；房性、
頬舌的膨隆、隣接歯移動、歯根吸収、埋伏歯含有状態、高濃度領域）を抽出した。対象症例の
80% を訓練データ、20% を検証データとした。機械学習はバギング決定木のアンサンブル分
類器を使用しモデル作成を行い、検証データでその精度を評価した。モデルはテクスチャ特徴
量によるモデル（Tex-Mdl）、硬組織形態的特徴量によるモデル（Mor-Mdl）、両者によるモ
デル（TM-Mdl）を作成した。また、それぞれのモデルにおける予測子の重要度を算出し、比
較した。機械学習には matlab2018b および WinPC（XeonⓇ E5-1620 3.50GHz, 32GB RAM）
を使用し、モデル作成は5回、行った。
【結果】	各モデルの正解率は58.4±14.6%（Tex-Mdl）、75.2±12.5%（Mor-Mdl）、71.2±
7.2%（TM-Mdl）であったが、DC に対する適合率、再現率はそれぞれ、74.7±12.0%, 79.8±
13.8%（Tex-Mdl）、80.6±11.0%, 91.9±11.6%（Mor-Mdl）、90.4±3.7%, 90.5±7.2% 

（TM-Mdl）であった。予測子の重要度は Tex-Mdl で Contrast, Correlation、Mor-Mdl で埋
伏歯の含有状態のみ、MT-Mdl で埋伏歯の含有状態、Contrast が高い重要度を示した。
【結論】	バギング決定木のアンサンブル分類器は歯原性病変の鑑別診断学習器として十分な精
度を有さないが、DC の識別能は高かった。また、鑑別診断に重要な予測子が明らかとなった。

○坂本 潤一郎、田口 美晴、栗林 亜実、渡邊 裕、倉林 亨
東京医科歯科大学 口腔放射線医学分野
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粒子線治療に用いるマウスピース材料の飛程誤差への影響評価
Stopping-power ratio of mouthpiece materials for charged-particle therapy in head and  
neck cancer

【目的】	
　粒子線治療計画では人体組織を仮定して構築された CT 値−阻止能比変換テーブルを用いて、
CT 値を阻止能比に変換する。しかし、頭頸部がんに対する粒子線治療の際に用いるマウス
ピースなどの人工物は CT 値−阻止能比変換テーブルに乗らない可能性があり、治療精度に影
響を与えうる。本研究では、マウスピース材による飛程誤差を評価した。
【方法】	
　マウスピース材料として用いられている5つの物質について、CT 値および阻止能比を測定
し、CT 値から変換テーブルを用いて予測される阻止能比との誤差を求めた。
【結果】	
　2種類のエチレン−酢酸ビニル共重合樹脂（EVA 樹脂）（Nipoflex710TM, BioplastTM）の
阻止能比（誤差）はそれぞれ0.997（0.023）、0.982（0.007）であった。その他の材料であるビニ
ルシリコン印象材（Exafine putty typeTM）、光硬化型レジン（Clear Photoreactive Resin 
for Formlabs 3D printersTM）、bis-acrylic レジン（TempsmartTM）の阻止能比（誤差）は
それぞれ1.517（0.134）、1.161（0.068）、1.260（0.101）であった。
【まとめ】	
　EVA 樹脂は人体組織と CT 値−阻止能比変換テーブルの等価性が高いため、EVA 樹脂で
作成されたマウスピースを粒子線が通過する場合でも、粒子線治療への影響は無視できると思
われる。

○伊川 裕明、稲庭 拓、小藤 昌志、Bhattacharyya Tapesh、金子 崇、瀧山 博年、篠藤 誠、
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舌癌に対する小線源治療後の味覚変化
Tastes change after administering brachytherapy to treat tongue cancer

【目的】	
　癌患者に対する小線源治療後の味覚（甘味、苦味）変化を主観的および客観的指標により検
討することを目的とした。
【方法】	
　患者は60歳の男性。右側舌癌（TisN0M0）に対して198Au グレインを10個刺入して治療を
行った。小線源治療後の味覚（甘味、苦味）検査に visual analogue scale（VAS、0-10、10を
治療前と同程度とした）とテーストディスク法を主観的評価法として用いた。客観的評価法と
して味覚受容体発現を用いた。テーストディスク法と味覚受容体発現に関しては小線源治療を
受けた側（病変側、右側舌）と受けていない側（非病変側、左側舌）とに分けて調査した。
【結果】	
　小線源治療後6日目の甘味と苦味の VAS 値は10であったが、28日目には甘味5.8と苦味8.6
に低下した。その後、VAS 値は甘味に関しては7.0から8.5、苦味に関しては8.0から9.5まで
の値で推移した。小線源治療後322日目で甘味と苦味の両方で VAS 値8.3を示し、630日目に
9.4、685日目に甘味で9.5、苦味で9.8に達した。テーストディスク法では、小線源治療後、
病変側の甘味と苦味の値は、非病変側より低い傾向にあったが、甘味は322日目で両側とも高
い値を示し、苦味は378日目で高い値を示した。味覚受容体発現に関して、病変側の甘味受容
体発現量は、経時的に上下を繰り返し、322日目に上昇し、高い値を示した。一方、非病変側
では、治療後低値を示していたが、322日目で上昇した。苦味受容体発現量は小線源治療後、
経時的に両側で徐々に低下する傾向にあった。
【結論】	
　本研究における主観的評価法である VAS 値とテーストディスクスコアから、小線源治療後
約1年で回復傾向を示し、約1年10ヵ月で患者の主観的評価では甘味と苦味がほぼ回復したと
考えられた。客観的評価法の味覚受容体発現では、甘味受容体の発現量は約1年後に上昇した
が、その一方で、苦味受容体の発現量は治療後経時的に低下する傾向にあった。主観的評価法
と客観的評価法の関連性については今後検討が必要である。
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低線量率放射線のがん化学放射線療法における意義
Signi�cance of low-dose-rate irradiation in anti-cancer therapy

　原発事故などの放射線災害や医療照射などによる低線量率放射線の影響は、社会問題となっ
ているが、未だに詳細は明らかになっていない。私たちは、細胞への低線量率照射による遺伝
子発現の変化に着目し、その機構解明および応用展開を試みた。
　最初に、γ線の低線量率照射（100, 500, 1000mGy/ 日）が TIG-3（肺線維芽細胞）、A549

（肺腺がん）および HSC2（口腔扁平上皮がん）細胞の増殖に与える影響を検討した結果、
TIG-3は500, 1000mGy/ 日と照射量により細胞増殖が抑制された。一方、A549や HSC2の
照射による増殖変化は認められなかった。放射線影響において重要な酸素恒常性を担う転写因
子 Hypoxia Inducible Factor を活性化するデフェロキサミン（DFOM）処理の有無における低
線量率照射の影響を検討したが、3種類の細胞全ての増殖が DFOM により抑制され、放射線
照射の影響は認められなかった。そこで、TIG-3を DFOM 処理群と未処理群に分けて低線量
率照射を3日間実施し、RNA シークエンス解析を行った結果、低線量率照射により線量依存
的に遺伝子発現変動が増加したが、DFOM 処理はそれらの変化を抑制した。DFOM 処理に
より抑制されたと考えられた低線量率照射応答遺伝子群のエンリッチメント解析を行った結果、
2倍以上に発現増加した遺伝子は、創傷反応などの細胞プロセスに、1/2以下に発現抑制され
た遺伝子は、AURKB や FOXM1経路による細胞分裂や細胞周期制御に関連していた。
AURKB および FOXM1 遺伝子の発現変化は、定量的 RT-PCR により確認した。細胞周期へ
の影響を蛍光免疫染色にて調べた結果、DFOM 処理により3細胞の M 期細胞の割合は減少し
たが、放射線照射では TIG-3のみ M 期細胞の割合が減少した。さらに、細胞障害の影響を微
小核およびアポトーシス小体の数で評価した結果、3細胞とも DFOM 処理や照射線量依存的
に障害が増加したが、正常細胞とがん細胞では各刺激に対する感度は異なっているようだった。
最後に、細胞周期を標的とした抗がん剤パクリタキセルの感受性を比較したところ、低線量率
照射は TIG-3（正常）の感受性を低下させるが、A549および HSC2（がん）への効果を増感す
ることが明らかとなり、より安全で効果的な化学放射線療法となり得る可能性が示唆された。
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深層学習システムの画像認識過程を 
人間が理解可能な抽象化過程に近づけることは可能か？
Possibility to bring the image recognition process of deep learning systems closer to 
human-understandable abstraction process

【緒言】	多層の畳み込みを主体とする深層学習は、画像を認識して診断名や部位などの記号に
紐付ける処理に多用されている。しかしながら機械側の認識過程は人間とは異なっていて「な
ぜ、そのように判断したのか」が理解不可能でブラックボックスとされている。人間の場合、
エックス線画像からスタートし、ゴールとなる分類（記号化）までの過程は、背景画像および
障害陰影を排除し、重積する解剖構造を認識するという共通認識可能な抽象概念を経ていく。
そういった意味でシェーマは抽象概念の図となるが、機械側は認識するのだろうか？
【目的】	深層学習の認識過程を人間側が理解可能な抽象化過程に近づけることができるのかを
明らかにする。
【方法】	左右反転した6ブロック計1041枚の口内法エックス線画像を90度単位で回転した
4,164枚を用い深層学習を行わせた。次にスケッチした線画（以後、線画）を6ブロック計96
枚（全体の2.25%）を混ぜて別に学習させた。これら線画混入前後で学習させたシステムにて、
別に用意したエックス線画像288枚、濃淡シェーマ画像（以後、濃淡画像）48枚、線画72枚の
認識率の変化を調べた。
　ソフトには Neural Network Console（Sony、オフライン Windows 版、Ver 2.0. 0）付属の
Residual Learning（ResNet の一種、epoch：30、batch size：20）を用いた。各画像の余白は
黒で埋めて128×128ピクセルとした。5分割交差検証で得られた精度、平均適合率、平均再
現率、平均 F 値（以後、A, P, R, F、単位： %）の平均を求め、比較検討した。
【結果】	学習過程に線画を混ぜる前では、エックス線画像の各値は全て99.5（±0.44〜0.46）
だったが、濃淡画像は A= 25.4±8.3、P= 21.0±6.2、R= 25.4±8.3、F= 19.6±6.3と低い
値となった。線画は A= 16.7、P= 2.77、R= 16.7、F= 4.76で、全件上顎小臼歯部と認識され、
判別不可能であった。線画を混ぜた後、エックス線画像の各値は全て99.0（±0.56〜0.57）で
僅かな低下に留まった。一方濃淡画像は A= 47.1±5.6、P= 46.6±4.0、R= 47.1±5.6、
F= 43.1±6.3と約2倍程度に上昇し、線画は A= 63.6±6.3、P= 73.3±4.2、R= 63.6±6.3、
F= 63.0±7.4と大幅な改善が見られた。
【結論・まとめ】	深層学習のデータに抽象概念となる線画を2% 程度混在させることで、学習
させていない濃淡画像でも認識率が倍増した。本手法を応用すれば、機械側の認識過程を人間
側に近づけ、理解しやすいシステムに変化させうる可能性があると思われた。
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口内法 X線撮影による個人識別における設置背面材料について 
―大規模災害発生時における個人識別業務を想定して―
Study on back materials in personal identi�cation during intraoral radiography
－ Assumption of personal identi�cation in the event of a large-scale disaster－

【目的】	大規模災害時には遺体が床上や剖検台のみならず、コンクリートや野外の地面など
様々な場所に多数安置され、その場で個人識別業務が行われることがある。口内法 X 線撮影
装置を用いた個人識別の際に、安置場所の相違による術者被曝に対する影響を調べるため、い
くつかの設置背面材料からの散乱線量を測定した。
【材料と方法】	口内法 X 線撮影装置は携帯型の REXTAR S（近畿レントゲン工業社）を、線
量測定には X2（RaySafe/Fluke Biomedical）を用いた。被写体頭部が設置される場所の背面
材料として、木、土、コンクリート、プラスティック（PMMA）、ゴム、金属（ステンレスス
チール）を想定し、いろいろな厚さ t のこれらの平板を用い、平板表面から撮影装置本体の照
射スイッチ相当位置までの距離 d を変えて散乱線を測定した。散乱線の1センチメートル周辺
線量当量 S は、管電圧70 kV、管電流2 mA、照射時間1 s の撮影条件で測定し、結果を標準
コーン先端（焦点から20 ㎝）での一次 X 線の自由空中空気カーマ P に対する比 S/P で表した。
【結果と考察】	平板までの一定の距離 d では、S/P（d）の値は平板の厚さ t の増加とともに増
加し、ある平板厚さ tmax で飽和値 S/P（d）max に達した。飽和値は d の増加とともに急激に
低下する傾向を示した。d= 160 ㎜における飽和値 S/P（160）max［μSv/mGy］は木、土、コ
ンクリート、PMMA、ゴム、ステンレススチールでそれぞれ、4.1（2.7）、5.4（1.9）、11.5

（0.77）、9.4（4.5）、3.8（1.0）、0.48（0.10）となった（括弧内に tmax［g/㎝2 ］を示す）。これ
らの結果からコンクリート、PMMA では高い散乱線量を示し、木、土、ゴムでは中程度、ス
テンレススチールでは非常に低い値を示すことが解った。
　以上より、被写体をステンレススチール等の高原子番号を有する金属材料上に置いて口内法
X 線撮影による個人識別業務を行うことが術者被曝の低減に有効であると結論した。

○大髙 祐聖1）2）、原田 康雄1）、井澤 真希1）、芝 規良1）、石澤 博和3）、岩脇 淳志4）、	
石井 猛4）、高橋 伸年1）、坂 英樹2）4）、鬼頭 慎司1）

1）明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 歯科放射線学分野、2）明海大学 歯学部 歯科法医学センター、 
3）明海大学 歯学部附属明海大学病院 放射線技師部、4）明海大学 歯学部 病態診断治療学講座 歯科法医学分野

○Yusei	Otaka1）2）,	Yasuo	Harata1）,	Maki	Izawa1）,	Noriyoshi	Shiba1）,	Hirokazu	Ishizawa3）,	Atsushi	Iwawaki4）,	
Takeru	Ishii4）,	Nobutoshi	Takahashi1）,	Hideki	Saka2）4）,	Shinji	Kito1）

1） Division of Dental Radiology, Department of Diagnostic＆ Therapeutic Sciences, Meikai University School of Dentistry
2）Forensic Odontology Center, Meikai University School of Dentistry
3）Department of Radiology, Meikai University School of Dentistry
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上部消化管内視鏡にて摘出した部分義歯床誤飲の1例
A case of accidental ingestion of a partial denture base removed by upper gastrointestinal 
endoscopy

【緒言】	歯科異物の誤飲や誤嚥の多くは歯科治療時に起こることが多いが、日常生活や介護の
現場など様々な状況下で生じることがあり、その多くは支障なく排泄までの時間もさまざまで
はあるが自然排泄されることが多い。しかしながら、歯科異物のなかでも部分床義歯の場合は
クラスプの形態から消化管への穿孔を引き起こす危険性があり、その対応や処置を誤ると重篤
な合併症を併発する可能性もある。今回われわれは上部消化管内視鏡にて摘出した部分床義歯
の1例を経験したのでその概要を報告する。
【症例】	患者は58歳の男性であり、2020年11月 X 日の昼食時に部分床義歯を誤飲したため、
独歩にて同日午後13時に本学初診室を受診した。義歯誤飲直後に嘔吐、出血を認めたが受診
時は認めなかった。血圧128/78 ㎜Hg、脈拍85/min、体温36.5℃であり、咽頭部の若干の違
和感を認めるが、胸部腹部にとくに症状は認めなかった。即時に本学内科への対診依頼を行っ
て胸腹部エックス線検査を行った結果、胃内部に義歯が確認されたので、同年年同日15時に
本学内科にて緊急上部消化管内視鏡における摘出術を行った。食道静脈瘤ランゲーション用
オーバーチューブを内視鏡に装着して摘出を行ったが、食道上部に抵抗を認めため本学での内
視鏡的摘出が困難であると判断しため、十分な説明と同意を得たので近病院救急科へ摘出依頼
をおこなった。同年同日19時に近病院救急科を受診し再度上部消化管内視鏡による摘出を行っ
た。部分床義歯は十二指腸と空腸の境目の Trizt 靭帯より遠位部に認めた。大腸用ファイバー
スコープに変更しロングオーバーチューブを装着して把持鉗子、スネアで把持しながらオー
バーチューブ内に収納し除去した。軽度の出血は認めたが粘膜の損傷は認めなかった。その後、
経過観察を行い特に症状は認めなかった。
【考察・まとめ】	歯科用異物の多くはインレー、クラウンなどの誤飲が多く、その約90% は約
1週間以内に自然排泄されるとされているが、ブリッジや自験例のような部床義歯などでは数
週を要する症例もあると報告されている。また、義歯の鉤は鋭的異物であり消化管内に滞留し、
消化管穿孔、膿瘍形成を起こす可能性があり、24時間を超えると重篤な合併症を引き起こす
可能性が高いとされている。消化管内視鏡ガイドラインでは、このような部分床義歯は緊急内
視鏡検査の絶対的適応となっているので、早期に内視鏡による摘出術を行うことが重要である。

○内田 啓一、伊能 利之、岩﨑 由紀子、喜多村 洋幸、堀内 竜太郎、金子 圭子、大木 絵美、
髙谷 達夫、富田 美穂子、森  啓
松本歯科大学病院 初診室（総合診断科、総合診療科）

○Keiichi	Uchida,	Toshiyuki	Inou,	Yukiko	Iwasaki,	Toshiyuki	Kitamura,	Ryutaro	Horiuchi,	Keiko	Kaneko,	
Emi	Oki,	Tatsuo	Takaya,	Mihoko	Tomida,	Hiroshi	Mori
Department of Oral Diagnostics and Comprehensive Dentistry, Matsumoto Dental University Hospital 
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Diffraction enhanced imaging at LEBRA: a preliminary study using 
a cat mandibular osteosarcoma comparative with histological 
correlation

Introduction:	
Diffraction enhanced imaging(DEI) is a method of a x-ray radiography that was developed 
in 1995 for mammography with improved image contrast. DEI has a capability of detecting 
the X-ray refraction, which is caused by penetrating a subject, using a perfect crystal 
monochromator. A new X-ray generator based on a 125 MeV electron LINAC and 
parametric X-ray radiation (PXR) has been developed at the Laboratory for Electron Beam 
Research and Application (LEBRA) of Nihon University. DEI which is one of the methods 
in phase contrast imaging can obtain at LEBRA. There are a report which applied DEI to 
teeth at LEBRA. However there are no reports that DEI of a cat mandibular osteosarcoma 
at LEBRA comparative with histological correlation.
Purpose:	
The purpose of the study was to conduct DEI of the cat mandibular osteosarcoma with 
histological correlation.
Methods:	
A formalin fixed the cat mandibular osteosarcoma cut into 8mm thickness. The sample was 
set into the plastic container.
Conventional X-ray source imaging was taken with intra oral radiograph.
The DEI was compared with hematoxylin eosin (HE) stained decalcified mandible.
Result:	
The image showed different contrast compared to intra oral radiograph reflecting with 
histological findings.
Conclusion:	
The Diffraction enhanced image showed different contrast from conventional source. This 
suggest that DEI at LEBRA may be useful for imaging of the malignant tumors.

○川島 雄介
鹿児島大学病院 顎顔面放射線科

○Yusuke	Kawashima
Department of Maxillofacial Radiology, Kagoshima University Graduate School of Medical and Dental Sciences 
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日本の歯科学生とインドネシアの歯科学生・歯科衛生士学生における 
放射線に対する理解度とリスク認識との関係
Relationship of understanding and risk perception of radiation among Japanese dental 
students, Indonesian dental students and Indonesian dental hygienists students

Purpose:	
We evaluate the educational effect of dental radiology on students who become dental 
professions (dentists and dental hygienists), due to investigating the relationship between 
understanding and risk perception of radiation.
Method:	
A questionnaire survey was conducted for 227 students (Japanese dental students [JDS] in 
33 1st-year and 35 6th-year, Indonesian dental students [IDS] in 45 1st-year and 46 6th-
year, Indonesian dental hygienist students [IDHS] in 35 1st-year and 33 4th-year) in 2018 
and 2019. We investigated understanding and risk perception of radiation by questionnaire. 
For understanding, the understanding level of 36 words related to radiation and nuclear 
power was asked to rate using a 4-point scale, and for risk perception, the risk of 30 words 
used in general risk assessment was asked to rate using a 7-point scale.
Result:	
Concerning understanding, the average scores for JDS were 1.18 in 1st-year and 1.71 in 
6th-year, for IDS were 1.05 in 1st-year, 1.56 in 6th-year, and for IDHS were 0.97 in 1st-
year and 2.07 in 4th-year. The all scores after the lecture were significantly higher for 
JDS, IDS and IDHS (p<0.05). Concerning risk assessment, the average scores for JDS were 
4.15 in 1st-year and 3.77 in 6th-year, for IDS were 3.87 in 1st-year and 4.98 in 6th-year, 
and for IDHS were 4.37 in 1st-year and 5.00 in 4th-year. The scores in before and after 
the lecture for JDS did not change, but for IDS and IDHS the scores increased significantly 
(p <0.05).
Discussion	and	Conclusion:	
Risk perception depends on the amount of knowledge. It is generally known that risk 
perception declines with increasing knowledge, but different results can be seen in some 
situations of knowledge without sufficient understanding. Lectures raised knowledge, but 
on the contrary, the increase of risk perception was seen in IDS and IDHS. As a reason, 
those students may have raised risk perception because they have obtained the knowledge 
of the fear of radiation to the human body such as cancer and genetic disorders. To prevent 
this, it is necessary to fully understand the benefits over risks and the safety management. 
We need consider it in radiology-related lectures.

○吉田 みどり1）、ヤヌアリスカ リナ ドゥイ2）、シャンティニングシー ルリ ラトナ2）、	
吉原 穂積1）、岸本 卓大1）、前田 直樹1）、細木 秀彦1）、ムジョセメディ ムナクヒル2）、
誉田 栄一1）

1）徳島大学 歯科放射線学分野、2）ガジャマダ大学 歯学部口腔顎顔面放射線学分野

○Midori	Yoshida1）,	Ryna	Dwi	Yanuaryska2）,	Rurie	Ratna	Shantiningsih2）,	Hozumi	Yoshihara1）,		
Takahiro	Kishimoto1）,	Naoki	Maeda1）,	Hidehiko	Hosoki1）,	Munakhir	Mudjosemedi2）,	Eiichi	Honda1）
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