
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title
手根骨を用いた下顎骨体長のコンピューター予測プログ

ラムの評価

Author(s)
山口, 裕美; 茂木, 悦子; 野村, 真弓; 根岸, 史郎; 原

崎, 守弘; 山口, 秀晴

Journal 歯科学報, 106(3): 228-235

URL http://hdl.handle.net/10130/130

Right



抄録：本研究の目的は，手根骨を用いたコンピュー

ターによる骨年齢と最終下顎骨体長の予測値を実測

値と比較し，その有用性を検討することである。

計測対象は，男子２１名，女子１６名の初診時ならび

に成長後の側面頭部Ｘ線規格写真と手掌部Ｘ線写真

である。

予測成長量は橈骨計測を含まない場合（以下Ａ

モード値）と橈骨計測を含む場合（以下Ｂモード値）

を算出した。予測値と実測値の３群の比較では，男

子では有意差がなく女子では有意差（ｐ＜０．０１）が認

められた。相関では男子Ａモード値の成長量と実測

成長量が男子Ｂモード値の相関よりもわずかだが高

く，女子Ａ，Ｂモード値の成長量と実測成長量の相

関は男子ほど高くはみられなかった。

以上から，CASMAS�の予測においては，女子

データの充実，橈骨計測の再検討が必要であり，個

別の厳密な予測は現段階では十分とはいえないが，

成長の大まかな予測や患者の成長の説明などに応用

できると考えられた。

緒 言

成長発育が旺盛な若年者の矯正治療において，各

個体の骨成熟の程度を知り，今後の成長予測ならび

に治療後の成長予測をすることは，治療計画の立案

に際し重要である。上下顎骨格の成長パターンの違

い１～４）から，成長発育に伴い治療開始時より上下顎

関係が悪化したり，治療中に予想外の下顎骨の成

長４～６）が認められたりなど，治療方針の変更を余儀

なくされることなどがあるからである。

成長発育の評価法には暦齢，歯齢，骨年齢７，８），身

長・体重の年間変化量９，１０）によるものなどがあり，

個人の成長予測に利用されている。通常，矯正臨床

では個体の成長発育と最も関係の深いといわれてい

る手根骨の成熟度を用いて評価している。それは，

同一部位に多数の骨核があること，Ｘ線写真の撮影

が容易であること，Ｘ線被爆に対して安全な部位で

あることの理由から，手根部のＸ線写真を撮影し

て，骨核の出現，大きさ，形態を調べて個体の成長

発育の度合いを推定する。

従来から身体の成長発育と手根骨の関係８，１１～１５）

や，手根骨の成熟度の評価法８，１６～１８）について検討し

た報告は多くみられる。最近では，手根骨の成熟度

を中沢の方法８）を用いて評価しているものが多い。

しかし，術者の知識や経験に基づく習熟度の差で主

観的な判断で患者の個成長を予測しているのが現状

である。このような方法は再現性に差がでること

や，作業能率や操作性にかなりの時間を要すること

などから，近年はより客観的な評価法１９）で，能率的

な評価法が必要となり，コンピューターを利用した

骨年齢の自動評価法の試みがいくつかなされてい

る２０～２４）。しかしこれらの多くは，骨の形態や成熟速

度の異なる欧米人を評価しているものが多く，もと

もとコンピューターによる処理を前提としていない

TW２法（Tanner-Whitehouse２法）２５）の定義を用い，

判定にはかなりの習熟を必要とし，評価基準は曖昧
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な表現が多く再現性に問題があることなどの欠点が

指摘されている。TW２法における骨成熟の判定に

は，主に骨端骨の形状変化と骨幹骨との癒合程度を

もとにいくつかの段階に分類して評価をしている

が，連続的に変化する骨形態の客観的分類やコン

ピューター自動計測などは困難なものと考えられて

いた。

そこで１９９９年，佐藤，三谷ら２０，２６～２８）は，コンピュー

ター自動計測を試み日本人小児を対象としたコン

ピューター予測プログラムを開発した。この骨成熟

自動評価システム（Computer Aided Skeletal Ma-

turity Assessment System：Rise 社製：以下 CAS-

MAS�）は，手根骨から骨年齢を評価し，さらに最

終下顎骨体長の予測をするために開発されたコン

ピュータソフトである。しかしながら，その有用

性，精度についてはいまだ検討されておらず不明な

点も多い。

今回，CASMAS�を用いて骨年齢のコンピュー

ター計測を試み，中沢のマニュアルで行う方法と比

較し，CASMAS�による骨年齢の評価を行うこと，

また予測成長量と実測成長量とを比較し，下顎骨の

成長予測の矯正歯科臨床への有用性を確認するため

に本研究を行った。

方 法

１．予備実験

はじめに，予備実験として骨成熟自動評価システ

ムCASMAS�の骨年齢算定の精度を知るため，通

常我々が行っている中沢の方法８）と比較した。

対象者は東京歯科大学千葉病院矯正科に来院した

男子３０名（暦年齢：９．０歳～１２．９歳，平均１０．６歳），

女子３０名（暦年齢９．０歳～１２．７歳，平均１０．３歳）計６０

名の手掌部Ｘ線写真である（表１）。中沢８）による骨

年齢の評価は，Ｘ線写真画像と対比して生理的年齢

を求めるもので，骨の成熟度を橈骨，尺骨，中手

骨，手根骨の骨形態から点数化する。すなわち，対

象となる計１６個の骨核を観察し，年齢別平均骨点数

表により骨年齢に換算し，これを３群〔Ⅰ群：橈骨

と尺骨の遠位，Ⅱ群：手根骨の成熟度（有頭骨，有

鉤骨，三角骨，月状骨，舟状骨，大菱形骨，小菱形

骨，豆状骨），Ⅲ群：中手骨の成熟度〕に分け，骨

年齢を算出した。

CASMAS�による骨年齢算出は，以下の手順で行

われる。手掌部全体のＸ線写真画像を条件３００dpi，

８bit（２５６階調），グレースケールとして取込み，コン

ピューターに入力する。対象骨（図１）は第三指の末

節骨，中節骨，基節骨，橈骨（Ａモード：末節骨，

中節骨，基節骨Ｂモード：Ａモード＋橈骨）である。

次に，手掌部全体のＸ線写真画像から自動的に第三

指を検出し，さらに骨端骨と骨幹端を含む末節骨，

中節骨，基節骨，橈骨それぞれの領域を抽出し，こ

れらの画像により自動的に長軸を設定し，正規化を

行ったうえで画像処理を行う。

２．下顎骨体長予測とその評価

対象者は，東京歯科大学矯正歯科の患者の診断用

資料の中から，最終下顎骨体長（Cd-Gn：図２）が明

らかとなっている症例，初診時ならびに成長終了後

に撮影したセファログラムおよび初診時の手掌部Ｘ

線写真が整っている，男子２１名（初診時平均年齢：

１１．７±１．１歳，９．９～１３．２歳），女子１６名（初診時平均

年齢：１１．５±１．０歳，９．３～１２．９歳）で男女ともに顎

整形力を用いた症例を除外した。対象者の不正咬合

の分類（図３）は，Ⅰ級叢生を基本とし，口唇裂口蓋

表１ 予備実験の対象者

対象者数（人） 暦年齢（歳） 平均年齢（歳）

男 子 ３０ ９．０～１２．９ １０．６
女 子 ３０ ９．０～１２．７ １０．３ 図１ CASMAS�の対象骨

歯科学報 Vol．１０６，No．３（２００６） ２２９
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裂などの先天的異常を有する者は除いた。初診時の

手掌部X線写真を基に最終下顎骨体長（Co-Gn）の予

測値をCASMAS�を用いて算出した。骨体長予測

値は，Ａモード（末節骨＋中節骨＋基節骨），Ｂモー

ド（Ａモード＋橈骨）の両者で計測を行った。

３．統計学的方法

予備実験では，中沢の方法，骨年齢予測値Ａモー

ド，Ｂモードの３群の計測結果についてFriedman

の順位検定を用い，統計学的検定を行った。

次に，本実験では初診時，成長終了後のセファロ

グラムから最終下顎骨体長を計測して骨体長実測値

を求め，その実測成長量とコンピュータによる予測

成長量とを，統計学的方法（多群間の検討および相

関係数）を用いて評価を行った。多群間の検討では

３群の比較（ANOVA）を用い，統計学的検定を行っ

た。一元配置分散分析では有意差レベルはｐ＜０．０５

で，相関係数（Pearson）の有意性はｐ＜０．０５で規定

した。

結 果

１．予備実験結果

CASMAS�による骨年齢の計測結果は，男女両者

において，表２に示すように，マニュアルで行う中

沢の方法で骨年齢を評価すると，コンピューターで

骨年齢を予測した結果よりも高い値がでる傾向が認

められた。男女ともに３群の比較において有意差は

認められなかった。予備実験結果より，骨年齢の算

出におけるCASMAS�と著者が行った中沢の方法

との一致度が高いことが示された。

２．下顎骨体長の予測値および実測値の結果

下顎骨体長の算出結果は，表３に示すように下顎

骨体長は実測値よりも予測値のほうが大きくでる傾

向が認められ，予測値Ａモードのほうが予測値Ｂ

モードよりも大きくでる傾向が認められた。予測成

長量と実測成長量は表４に示した。

予測値と実測値の３群の比較（ANOVA）では，男

子では有意差が認められず，女子では有意差（ｐ＜

０．０１）が認められた。

相関では男子Ａモード値の成長量と実測成長量

（ｒ＝０．７４８，ｐ＜０．０００１）が男子Ｂモード値の相関

（ｒ＝０．７３６，ｐ＜０．０００１）よりもわずかだが高く，

女子Ａモード値の成長量と実測成長量（ｒ＝０．６０５，

ｐ＜０．０５）およ び 女 子Ｂモ ー ド 値 の 相 関（ｒ＝

０．５７０，ｐ＜０．０５）は男子ほど高くはみられなかった

（図４）。

表２ 予備実験における骨年齢予測の比較（骨年齢）

男 子 女 子

中沢の方法 １０．９±１．７ １０．７±１．８
予測値Ａモード １０．５±１．７ ９．７±１．３
予測値Ｂモード １０．７±１．８ １０．０±１．１

検定：n. s.

表３ 下顎骨体長の予測値と実測値

男 子 女 子

予測値Ａモード １３３．４６±７．１１ １２３．１７±５．５０
予測値Ｂモード １３２．２６±６．５６ １２２．４２±５．３４

実測値 １３１．１４±７．９６ １１９．０７±６．７９

図３ 対象者の不正咬合の分類

図２ 下顎骨体長（Cd-Gn）：mm

山口，他：下顎骨体長の予測プログラムの評価２３０
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考 察

骨成熟の程度を知り，今後の成長予測をすること

は若年者の矯正治療において重要である。上下顎骨

格の成長パターンの違い１～４）から，成長発育に伴い

治療開始時より上下顎関係が悪化したり，治療中に

予想外の下顎骨の成長４～６）が認められたりなど，治

療方針の変更を余儀なくされることなどがあるから

である。

成長発育の評価法には暦齢，身長・体重の年間評

価量，歯牙年齢，骨年齢によるものなどがあるが，

通常，矯正歯科臨床では個体の成長発育と最も関係

の深いといわれている手根骨の成熟度を用いて評価

している。

従来から身体の成長発育と手根骨の関係８，１１～１５）

や，手根骨の成熟度の評価法８，１６～１８）について検討し

た報告は多くみられる。最近では，手根骨の成熟度

を中沢の方法８）を用いて評価しているものが多い。

表４ 対象者の予測成長量と実測成長量

人 数 （人）
初診時年（歳） 予測Ａ－初診時 予測Ｂ－初診時 実測値－初診時

男 子 ２１
１１．６９±１．１ １７．１３±５．５７ １６．１１±５．１５ １４．８１±５．７９

女 子 １６
１１．５４±１．０ １３．９３±４．２２ １３．２３±４．２２ １０．０６±３．９２

図４ 男女の予測成長量と実測成長量の相関図

歯科学報 Vol．１０６，No．３（２００６） ２３１
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しかし，術者の知識や経験に基づく習熟度の差で主

観的な判断で患者の個成長を予測しているのが現状

であり，このような方法は再現性に差がでること

や，作業能率や操作性にかなりの時間を要すること

などから，近年はより能率的で客観的な評価法１９）が

必要となり，コンピューターを利用した骨年齢の自

動評価法の試みがいくつかなされている２０～２４）。しか

しこれらの多くは，骨の形態や成熟速度の異なる欧

米人を評価しているものが多く，判定にはかなりの

習熟を必要とし，評価基準は曖昧な表現が多く再現

性に問題があることなどの欠点が指摘されている。

１．研究資料について

本研究では，成長終了後の最終下顎骨全体長が明

らかとなっている症例を得るために，研究対象選択

の条件として，最終資料採得時年齢を男子１８歳以

上，女子１６歳以上とした。最終資料採得時におい

て，顎顔面領域の成長発育が明らかに認められる，

あるいは疑わしい症例については対象から除外し

た。日本人小児の思春期成長のピークの平均年齢

は，男子１２～１４歳，女子１０～１２歳前後であり２９～３２），

少なくともそれから４年以上経過していることか

ら，本研究資料が平均最終資料採得時年齢は男子

１９．２±１．９歳，女子１８．６±２．１歳であることは，成長

がほぼ終了している時期と考えられた。

対象者の不正咬合の分類は，基本をⅠ級とした叢

生とした。上顎前突，反対咬合者でも骨格性は除い

た。下顎実測値のばらつきを最小限とするため，口

唇裂口蓋裂などの先天的異常を有する者，チン

キャップや上顎骨牽引装置などの顎整形力を用いた

症例は除き，治療の影響をできるだけ除いた。

２．結果について

骨年齢についてCASMAS�は，TW２法との相関

については報告されている１，２０，３３）が，中沢の方法と

の関連についてはこれまで報告されていない。中沢

の方法８）は１６ヶ所もの骨を用いて評価しているのに

対し，CASMAS�は中手骨の３ないし４ヶ所の骨を

判読して評価すること，すなわち簡便であるという

ところに特徴がある。予備実験結果から，CASMAS�

を用いたデジタル的評価と，著者が行った中沢の方

法のマニュアル的評価に大きな差はなく，骨体長予

測値はそのまま骨年齢の評価に応用できると考えら

れた。

CASMAS�について，佐藤ら２０，２６，２８）は，これまで

のGP法（Greulich-Pyle 法）のようなアトラス法や，

TW２法（Tanner-Whitehouse２法）に代表されるス

コア法より，はるかに客観的でかつ短時間で誰でも

評価することが可能になったと述べている。

また，自動評価の成功率について，佐藤ら２７，２８）は

各骨について，男子で７５～８５％，女子で８０～９０％に

おいて完全に自動計測し，とくに男女とも８０～９５％

の高い成功率を示したと報告しているが，本研究の

結果では自動評価の成功率はおよそ３０％程度であ

り，それらはマニュアルで計測点を修正していった

ため，長時間を要したことが問題であり，改善する

べき点であると考えられた。

佐藤，楠本ら１，３４）によると，CASMAS�の予測は

顎骨標準成長曲線の基準値をもとに，成長終了時に

同じ SDスコアに到達するとしてある予測値を求め

たものである。SDスコアとは，成長期を通じて骨

年齢相当の標準の下顎骨全体長に対する相対値であ

り，成長期を通じてはほぼ維持されるということを

基にしている。また，CASMAS�のＢモードは，癒

合が完了していない橈骨の情報をＡモードに加えた

ものである。癒合の早い場合や，癒合に差がある場

合，コンピューターの読み取り精度が不正確になる

場合があるという今までの結果から，橈骨を含める

とより正確になるようになっている。しかし，本研

究の結果では男女ともＡモードＢモードにはほとん

ど差はなく，ＡモードＢモードの意義が認められな

かった。

成長予測は成長完了期に近い患者より低年齢の患

者のほうが成長予測の必要性が高いのではないかと

考えられる。CASMAS�では暦年齢に対し骨年齢が

低いもので男子は９歳以下，女子は８歳以下の場合

算出されない。男子は９歳以下，女子は８歳以下の

基本データがないので，本実験では対象者が限られ

た。低年齢での基本データを追加することが望まし

い。また，骨格的不正咬合者ことに下顎前突者にお

いて，年齢が計測可能範囲であるにもかかわらず算

出不能であった。むしろそのような骨格的不正咬合

者に対して本システム応用の意義があり，改良され

ることが望まれる。

従来から下顎骨全体長の成長予測に関する研究は

数多く行われてきている３５～３８）。しかし，その報告は
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さまざまなものがあり，下顎骨体長の予測に関して

はいまだ確定する報告はない。

本研究の結果から，骨体長予測値は骨体長実測値

よりも大きい値が算出される傾向が認められた。予

測値と実測値の３群の比較（ANOVA）では男子では

有意差は認められず，女子では有意差（ｐ＜０．０１）が

認められた。相関では男子はＡモード値の成長量と

実測成長量の相関（ｒ＝０．７４８，ｐ＜０．０００１），Ｂモー

ド値の相関（ｒ＝０．７３６，ｐ＜０．０００１）は比較的高

く，その差はわずかで，ほぼ同様と考えられた。そ

れに比較し女子では，Ａモード値の成長量と実測成

長量（ｒ＝０．６０５，ｐ＜０．０５）およびＢモード値の相

関（ｒ＝０．５７０，ｐ＜０．０５）は男子ほど高くはみられ

なかった。これらは，基本データは男子が主体と

なっているからではないかと考えられ，女子データ

の充実が望まれた。

結 論

骨成熟自動評価システムCASMAS�を用いて骨

年齢のコンピューター計測を試み，予備実験として

は手根骨の成熟度を中沢の方法とCASMAS�を比

較検討し，本実験ではCASMAS�による下顎骨の

成長予測の矯正歯科臨床への有用性を確認するため

に，骨体長予測値と骨体長実測値とを比較検討し

た。

中沢の方法のマニュアル評価とCASMAS�を用

いたデジタル的評価に大きな差はなかった。手根骨

を用い下顎骨体長のコンピューター予測を行なった

予測値と，最終下顎骨実測値と比較したところ，男

子では有意差が認められず，女子では有意差（ｐ＜

０．０１）が認められた。相関では男子Ａモード値の成

長量と実測成長量（ｒ＝０．７４８，ｐ＜０．０００１）が男子

Ｂモード値の相関（ｒ＝０．７３６，ｐ＜０．０００１）よりも

わずかだが高く，女子Ａモード値の成長量と実測成

長量（ｒ＝０．６０５，ｐ＜０．０５）および女子Ｂモード値

の相関（ｒ＝０．５７０，ｐ＜０．０５）は男子ほど高くはみ

られなかった。

以上から，CASMAS�の予測においては，女子

データの充実，橈骨計測の再検討が必要であり，個

別の厳密な予測は現段階では十分とはいえないが，

成長の大まかな予測や患者の成長の説明などに応用

できると考えられた。
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The purpose of this study was to evaluate the reliability of calculating bone age and predicting total

mandibular length at maturity by applying computerized skeletal maturity assessment to wrist bone（the

Computer Aided Skeletal Maturity Assessment System，Rise Inc． : hereafter，referred to as CAS-

MAS�）．

First，we compared bone age as calculated by the Nakazawa and CASMAS methods，and found them

to be similar．

Subjects consisted of 21 male and 16 female patients being treated at the Department of Orthodon-

tics，Chiba Hospital，Tokyo Dental College． We used pretreatment lateral cephalometric X-ray images

（hereafter，referred to as cephalograms）and hand-wrist cephalograms taken around the same time． Pa-

tients with skeletal problems or those receiving orthopedic therapy were excluded． The predicted value

of final total mandibular length was-assessed with CASMAS�． Cd-Gn was measured from the cephalo-

grams taken at initial treatment and at final growth，and the results were compared with the predicted

value．

The difference between the predicted value and final total mandibular length was compared，and

while the results showed no significant difference in males，they showed a significant difference in females

（P<0.01）．

A significant correlation was observed between A mode value and final total mandibular length for

both males（Y=0.72X+6.48，r=0.56，p<0.01）and females． This correlation was higher for males．

In conclusion，we believe that CASMAS� assessment can provide a rough estimate of growth，

although accuracy remains to be improved． This would require obtaining more substautial data for

males in order to determine radius． （The Shikwa Gakuho，１０６：２２８～２３５，２００６）
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