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研究成果の概要： 
 顎顔面の硬組織変化に対する軟組織変化について検討することを目的とし、CT および非接

触型三次元計測装置から得られた顎顔面硬軟組織情報の統合、評価を試みた。 
 対象は骨格および顔面形態精査のため CT 撮影および顎顔面三次元計測を行った顎変形症患

者 15 名とした。CT は Somatom Plus4 VolumZoom(Siemens、Germany)を用い、医療画像ビ

ューア OsiriX にて軟組織データの抽出を行った。顎顔面軟組織の計測には、非接触型三次元

計測装置 VMH-300F(UNISN、大阪)を用いた。この２つのモダリティから得られたデータは

それぞれ三次元汎用フォーマットである STL 形式に変換し、リバースエンジニアリングソフト

ウェア Imageware 12 (UGS PLM Solutions、USA)上で重ね合わせを行った。この２つのモダ

リティのデータは、各々約数万個の点で構成される不規則な点表現の集合体である。そのまま

では他群の点群データと一対一で対応しないため Imageware 12 上で、対象としたい片方の点

群データをポリゴンメッシュ化することでその解決を図った。 
 その結果、CT で得られた顎顔面軟組織と非接触型三次元計測装置から得られた顎顔面軟組

織との重ね合わせ平均の誤差は 1.32±1.03 mm であった。 
 本結果から、非接触型三次元計測装置を用いることで上記レベルでＸ線被曝が無く非侵襲か

つ簡便な顎顔面軟組織の計測、評価が行いえるものと考えられ、顎顔面の評価手法として臨床

応用が行いうると思われる。 
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１．研究開始当初の背景 
 顎変形症の治療では、咬合の回復をが主た
る目的としている。近年は口腔外科と矯正歯
科との密接な連携治療がとられてきたこと
で、どの施設においても咬合の改善と咀嚼と
いう目的は十分な治療結果を得ることがで
きるまでに発展している。近年では治療結果
に対する患者の要求も咬合と咀嚼という機
能回復に加え、顔面形態の改善による審美的
回復を望む傾向が強くなっている。それらの
要求を踏まえた上での治療計画の立案が必
要である。中でも治療に伴う顔貌変化は患者
の関心事のひとつであると言える。しかしな
がらその術後予測には、従来からの手法であ
る顔面写真や頭部 X 線規格写真などの二次
元画像データより予測したものを用いてい
るのが現状である。 
 近年、ハード面における計測器の進歩とソ
フト面における画像処理および解析技術の
進歩に伴い X 線 CT や非接触型三次元計測
器などを用いた三次元データによる診断、分
析が多数報告されている。これら三次元分析
を発展させることで、顎矯正手術による顔面
硬組織の移動に対応して軟組織がどのよう
に変化するかについての三次元シミュレー
ションが可能となれば、顎変形症の治療に際
し、矯正治療方針および手術法の選択など明
確な指標を設定できると考える。特に従来で
は困難であった三次元的に複雑な変形を伴
う顔面非対称などの診断、分析に有用であろ
う。顎顔面領域の硬軟組織について三次元的
に分析したこれまでの報告では、その比較を
硬組織あるいは軟組織のいずれか一方につ
いてのみ行ったものが多く、両者が対応した
変化に関する報告は少ない。 
 硬組織の三次元的な情報を得るにはＸ線
ＣＴが有用であるが、また被曝を伴うという
点で頻回に撮影できる検査法とは言えない。
一方、軟組織の三次元的情報を得るには、計
測が簡易、高速に情報を得られる、Ｘ線被曝
を伴わない、など特徴を有する非接触式三次
元計測器での計測が有用と考える。 
 本稿では、顎顔面の硬組織変化に対する軟
組織変化について検討することを目的とし、
予備研究としてＸ線ＣＴおよび非接触型三
次元計測装置から得られた顎顔面硬軟組織
情報の統合、評価を行った。 
 
２．研究の目的 

顎顔面の硬組織変化に対する軟組織変化
について検討することを目的とし、予備研究
としてＸ線ＣＴおよび非接触型三次元計測
装置から得られた顎顔面硬軟組織情報の統

合、評価を行った。 
 
３．研究の方法 

対象は骨格および顔面形態精査のため CT
撮影および顎顔面三次元計測を行った顎変
形症患者 15名とした。 

CTは Somatom Plus4 VolumZoom(Siemens、
Germany)を用い、医療画像ビューア OsiriX
にて軟組織データの抽出を行った。顎顔面軟
組織の計測には、非接触型三次元計測装置
VMH-300F(UNISN、大阪)を用いた。この２つ
のモダリティから得られたデータはそれぞ
れ三次元汎用フォーマットである STL形式に
変換し、リバースエンジニアリングソフトウ
ェア Imageware 12 (UGS PLM Solutions、USA)
上で重ね合わせを行った。この２つのモダリ
ティのデータは、各々約数万個の点で構成さ
れる不規則な点表現の集合体である。そのま
までは他群の点群データと一対一で対応し
ない。そのため Imageware 12上で、対象と
したい片方の点群データをポリゴンメッシ
ュ化することでその解決を図った。 
 ２画像を重ね合わせたのち、CTによる顎顔
面軟組織情報を基準として、非接触型三次元
計測装置で得られる顎顔面軟組織情報との
差分計測を行った。 

 



 
４．研究成果 

CT で得られた顎顔面軟組織と非接触型三
次元計測装置から得られた顎顔面軟組織と
の重ね合わせの平均の誤差は 1.32±1.03 mm
であった。 

 
 本結果から、非接触型三次元計測装置を用
いることで上記レベルでＸ線被曝が無く非
侵襲かつ簡便な顎顔面軟組織の計測、評価が
行いえるものと考えられ、顎顔面の評価手法
として臨床応用が行いうると思われる。今後
の展望として、(セファログラムなどの)従来
からの手法との比較評価を行い、顎顔面の硬
軟組織の三次元的分析手法の確立を目指し、
さらには非接触型三次元計測装置データを
筋骨格系を含めたボリュームデータへ還元
し、術前･術後の顔貌予測シミュレーション

への応用を検討課題としている。 
 問題点として、CT撮影時および非接触型三
次元計測時の体位による差異、また両モダリ
ティ撮影・計測時の顎位の問題(咬合の違い
により容易に顎顔面の軟組織形態が変化し
てしまう)などが考えられる。今後、術前・
術後の評価を行いたい場合、顎顔面軟組織の
日内変動など基礎的なデータの採取も必要
であるものと考える。 
また現時点では前述の両モダリティで得

られたデータの重ね合わせをマニュアル操
作で行っているのが現状であり、本操作は術
者の加減一つで決定されてしまう可能性が
否定できず、ある程度はプログラミングによ
るオートメーション化が必要であると思わ
れる。 
 
 
以下に今後の研究課題を記す。 

顎変形症治療術後の顎顔面軟組織の経時的
変化についての検討。本研究で得られた結果
より、Ｘ線被曝のない顎顔面軟組織形状計測
が可能となり、以下に示す経時的変化の追跡
にも有用であると思われる。 
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