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抄録：近年の技術の進歩に伴い，三次元インク
ジェットプリンター（粉末積層造形装置）を用いて実
物大の臓器石膏モデルを作成することが可能とな
り，当科においても実際の手術症例に応用してい
る。応用対象は重度の顎変形症症例や顎骨腫瘍や骨
髄炎のために顎骨切除術を行う症例などで，CT撮
影をおこない，シミュレーションソフトより立体形
状データを出力し，粉末積層造形装置により石膏を
積層状に吹き付けて顎骨モデルを作製した。実物大
の顎骨石膏モデルによる模型手術を行うことで，手
術を実感的にシミュレートすることができ，手術に
使用する再建用プレート，拡大装置の選択やベン
ディングなどを術前に精密に行うことができた。さ
らに石膏を素材としているため，光硬化性樹脂に比
べて成形技工も容易である。また治療方針が立てや
すくなり，手術時間の短縮や侵襲の軽減が期待さ
れ，治療説明に応用することで患者とのコンセンサ
スの共有にも有用である。

緒 言

CTやMRI から得られた画像情報をもとにした
顎骨などの実物大臓器立体モデルを製作する技術は
以前から知られおり，光硬化樹脂を使用したモデル
などはすでに臨床に応用されている１）～５）。近年，技

術の進歩に伴い，インクジェットプリンターの原理
を応用した粉末積層造形装置を用いて実物大の臓器
石膏モデルを作成することが可能となった６）７）。これ
は従来に比べて成形が容易なため整形外科や口腔外
科領域でも臨床応用されつつあり，当科においても
実際の手術症例に応用している。今回は実際にわれ
われが経験した症例についての概要を報告する。な
お，本稿は，患者の同意のもと，ヘルシンキ宣言
（エジンバラ改訂）ならびに臨床研究に関する倫理指
針を遵守して作成した。

対象および方法

対象は重度の顎変形症症例や顎骨腫瘍や骨髄炎の
ために顎骨切除あるいは骨切り術を行う症例であ
る。術前にＸ線CT装置（SOMATOM Emotion Duo,
SIEMENS社製）を用いてスライス厚１mm，ピッ
チ１．２５mmで撮影，DICOMデータから３Ｄシミュ
レーションソフトMimics（Materialise 社製）により
立体形状データを出力した。これをもとに粉末積層
造形装置（Z８１０システム，Z Corporation 社製）を用
いて石膏を積層状に吹き付けて顎骨モデルを作製し
た（図１）。次にこれを用いて術前に三次元的な模型
手術を行い，病状の把握による診断，骨切除範囲や
骨移動方向などの治療方針の決定，再建用金属プ
レートや拡大装置の選択やベンディングなどを行っ
た。

症 例

症例１
患者：４０歳，男性。
初診：２００３年８月。
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主訴：下あごの腫れと痛み。
臨床診断名：エナメル上皮腫
現病歴：１９９８年，右側下顎第二小臼歯の感染根管治
療と根管充填を行った。その後，症状なく経過した
が同年６月に同部に腫脹，疼痛を自覚。近医受診
し，Ｘ線検査により多房性の骨透過像を指摘されて
来院した。
処置及び経過：Ｘ線CTによる検査後の同年８月
に，生検および開窓手術をおこなった。開窓後，約
１年後のパノラマＸ線写真では正確な腫瘍の形態や
大きさは分かりにくかったが，CTデータをもとに
作成した三次元画像ではその形態を明瞭に確認する
ことができた（図２）。さらに実物大石膏モデルを作
製し腫瘍部を茶色，下神経歯槽血管束を青色で示す
ことにより，腫瘍と下歯槽神経血管束の位置関係を
三次元的に詳細に把握することができた。このデー
タを用いた実物大石膏モデルでモデルオペレーショ
ンをおこない，術前に再建用チタンプレートのベン

ディングをおこなった。２００６年５月，全身麻酔下に
下顎骨区域切除術をおこない，腸骨ブロック移植術
と大耳介神経移植術をおこなった。手術時間：８時
間４０分，出血量：３３３ml であった。術後の経過は良
好であり，咬合の回復，知覚障害も良好に回復して
いる。
症例２
患者：２８歳，男性。
初診：２００３年１２月。
主訴：咬合不全。
臨床診断名：下顎前突症
現病歴：以前より偏頭痛がひどく，脳神経外科を受
診したが，成長ホルモン異常と脳腫瘍の疑いと診断
され，経過観察となっていた。近歯科医院を受診し
たところ，外科的矯正治療を勧められ，当院を紹介
され受診した。
処置及び経過：当院矯正歯科にて，顎変形症の診断
下に術前矯正治療を約３年間おこなった。術前に

CT撮影を行い，DICOMデータとして３Ｄデータ化する。そして三次元粉末積層造形装置を用いて石膏モデルを作成した。
図１ 実物大石膏モデル作製過程
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CT撮影をして立体形状データを得た（図３）。この
データをもとに３Ｄシミュレーションソフト上で，
下顎骨の形態や下顎管の位置を確認しつつ骨切り線
を設定した。これをもとに近遠位骨片を別々に実物
大石膏モデルを作成することで，モデルサージェ
リーはより容易に行うことができた。これを参考に
して，２００６年４月に全身麻酔下に Le Fort Ⅰ型骨切
り術および下顎枝矢状分割法を施行した。手術時
間：３時間４７分，出血量：２２９ml であった。術後は
咬合関係が著明に改善し，偏頭痛も消失した。
症例３
患者：５８歳，男性。
初診：１９８７年１２月。
主訴：左側下顎の腫れと痛み。
臨床診断名：下顎骨骨髄炎
現病歴：下顎骨骨髄炎のため当科において１９９３年に
左側下顎骨半側切除術と金属プレート再建を施行し
た。その後，徐々に右側にも骨髄炎症状が認められ

経過を観察していたが，２００４年に骨シンチグラムで
残存している右側下顎頭から右側下顎臼歯部におよ
ぶ集積像を認めたため切除手術の適応と診断した。
処置及び経過：立体形状データより実物大石膏モデ
ルを作製した。（図４）。これにより残存している下
顎骨の形態や既存の再建用プレートの形態がより実
感的に把握できた。これを用いたモデルオペレー
ションをでは，術後の咬合位を想定したバイトプ
レートを作成して，これを咬合させた状態で模擬的
な顎骨切除を行った。そして実際に使用するチタン
プレートのベンディングを行った。当初は，左側再
建用プレートを除去して下顎全体にわたるプレート
による再建を予定したが，患者の強い希望により下
顎正中を残して右側のみの半側切除術となったが，
実物大石膏モデルを用いることにより複雑な状況に
も対応することができた。これをもとに２００５年３
月，全身麻酔下に右側下顎半側切除術とチタンプ
レートによる再建術を行った。手術時間：４時間５５

２－Ａ パノラマＸ線写真にて右側下顎臼歯部に多房性の骨吸収像を認める。
２－Ｂ，Ｃ ３Ｄ画像では詳細な腫瘍の大きさや下歯槽神経血管束の位置関係がわかる。

図２ 医療用画像システム１
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分，出血量：１４０ml であった。
症例４
患者：１６歳，女性。
初診：２００２年１０月２４日。
主訴：咬合不正，顎のずれ。
臨床診断名：顔面半側萎縮症
現病歴：第一第二鰓弓症候群のため，右側下顎枝の
形成不全を認めた。２０００年に形成外科においてオト
ガイ部のシリコンインプラント埋入術を受けたが，
２００４年よりシリコン周囲の炎症症状が発現するよう
になった。当院矯正歯科を受診し外科的矯正治療の
適応と診断され，シリコン摘出を含めて当科を紹介
された。
処置及び経過：シリコンインプラント摘出術，オト
ガイ部腸骨移植術，下顎骨延長術を計画した。術前

のCTデータをもとに実物大石膏モデルを作製した
（図５）。矯正医と合同でモデルオペレーションを
行って実際使用する骨延長装置およびチタン製チン
プレートをモデルに適合した。このとき，模型は実
物大であるので実寸をノギスで測定して，装置の装
着方向，位置，オトガイの移動量を予測することが
できたので，装置の種類やサイズを選定した。これ
をもとに２００５年３月，全身麻酔下に下顎右側顎骨延
長術，オトガイ形成術を施行した。手術時間：３時
間１２分，出血量：少量であった。
手術後の経過は良好であり，約１０mmの顎骨延長

をおこなった（図６）。術後の頭部Ｘ線規格写真では
オトガイ部の形態が改善したのが観察される（図
７）。

３－Ａ，Ｂ 画像上で骨切りを行い，外側骨片と内側骨片に分けた。
３－Ｃ 外側骨片をはずすと下歯槽神経血管束の走行位置がわかる。

図３ 医療用画像システム２
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考 察

１９８０年頃に CTやMRが開発され，顎顔面領域
においてもこれらを用いた画像診断が一般的となっ
た。しかしこれらの画像診断では三次元的なイメー
ジがつかみにくく，顎骨切除術を行う症例などでは
手術中に再建用プレートなどの選択・屈曲に多くの
時間を要し，術前のシミュレーションには限界が
あった。また重度の顎変形症や顔面非対称症例のよ
うな三次元的な移動を伴う場合，顎顔面の形態や手
術予測についての詳細な情報は乏しかった。その
後，コンピュータを用いて画像を三次元に構成処理
できるようになり，これを用いた手術シミュレー

３Ｄ画像をもとに，実物大石膏モデルを作成。
既存骨と再建用プレートの位置関係が３次元的にわかる。

図４ 実物大石膏モデル

モデルオペレーションを行い，骨延長装置・オトガイ
チンプレートを装着。

図５ 実物大石膏モデル
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ションが行われるようになった８）９）１０）。このようない
わゆるコンピュータシミュレーションの利点として
は，三次元画像を任意の平面で切断してその割断面
を表示することが容易で，距離や角度の計測が正確
にでき，また繰り返しシミュレーションを行うこと
が可能なことなどがあげられる。しかし，モニター
画面上のシミュレーションは手技において実際の手
術とは大きく異なり，模擬手術というよりも三次元
画像を用いた術式設定や手術計画の範囲にとどまっ
てしまうのが現状である。
一方，１９９０年頃に工業技術の分野でラピッドプロ

トタイピング技術が開発され，医療分野においても

CTやMRデータをもとにした実物大の臓器立体モ
デルが作成できるようになった。この初期には光硬
化型樹脂モデルが医療の分野で広く用いられたが，
これは液体樹脂に紫外線をレーザー照射することに
より液体樹脂を重合硬化させてモデルを作製する方
法で，顎口腔領域でも腫瘍切除や顎矯正手術の模型
手術などに応用されている１）～５）。光硬化型樹脂は透
明で消毒可能などの利点があるが，切削や切断時の
熱で溶けてしまうため模型手術が困難で，作製コス
トも高いため一般的に広く用いられるまでには至っ
ていない。
一方，今回われわれが用いたCTデータより作製

６－Ａ 延長前 ６－Ｂ 延長 ２０日後
図６ 術後のパノラマＸ線写真

７－Ａ 術前 ７－Ｂ 術後
図７ 頭部Ｘ線規格写真
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する実物大石膏モデルは，インクジェットプリン
ター方式のヘッドを応用した粉末積層造形装置を用
いて作製するもので，水で硬化する粉末素材に水を
噴射してモデルを作製する方法である６）７）。この方法
の利点としては，同時に多量の水を噴射できるため
従来の光硬化型樹脂に比べて短時間でモデルが作製
できること，また器械の構造が簡単で材料も石膏を
用いているため製作費が１／２～１／３程度に低くおさえ
られることなどがあげられる。さらに，色インクを
用いることで特定の部位に着色をすることも可能
で，神経・血管や病変部などを任意の色で区別する
ことができるという利点もある。さらに，コン
ピュータソフトで成形範囲を選択することにより骨
のような硬組織から血管やリンパ節，唾液腺などの
軟組織まで必要に応じた模型が作製可能で，積層成
形のため骨髄や上顎洞，下顎管などの内部構造もよ
り正確に再現できる（表１）。
今回，実物大の石膏モデルで模型手術を行うこと

により，画像上で行うコンピュータシミュレーショ
ンに比べて，病変の大きさ，範囲，境界などを三次
元的に実感的に確認することができた。このことは
腫瘍切除手術における切除範囲の設定や顎矯正手術
での骨切り線の設定など治療方針の決定にきわめて
有用であった。また，再建のために必要な自家骨や
神経などのサイズや形態を術前に予想することがで

き，モデルに合わせて再建用チタンプレートを術前
に正確に屈曲，成形して，使用するスクリューの種
類や長さ，固定位置などを正確に決めておくことが
できた。さらに，材料が石膏であるため，光硬化型
樹脂に比べて模型手術に際しての切断，削去などの
成形技工ははるかに正確かつ容易に行えて，その切
削感は実際の骨組織に近似していた７）。このように
実物大石膏モデルを用いて術前シミュレーションを
行うことにより，手術侵襲の軽減による出血量や術
後反応の減少，手術手順の簡易化による手術時間の
短縮が期待できる６）。今回応用した３症例において
も，単純な比較はできないが，手術中に骨切りや再
建の設定に要する時間やプレートなどの屈曲にかか
る時間として，約３０分から６０分程度の手術時間の短
縮とその間の出血量の減少が得られたと考えられ
る。また，模型手術前やシミュレーション後の模型
を用いて患者や家族への治療説明にも応用できるた
め，治療法への理解度の深まりやコンセンサスの共
有などを図ることができる。さらに顎変形症症例に
おいては口腔外科医と歯科矯正医との治療方針を相
談するにあたってのコミュニケーションツールとし
ても有用であった。また，本法はこれまで主に顎骨
腫瘍，顎変形症などの症例に応用してきたが，今後
は硬組織の手術ばかりでなくMRI のデータをもと
にして，軟組織の腫瘍切除手術などのシミュレー

表１ モデルの特徴

石膏モデル 光硬化性樹脂モデル

材 質 石膏 エポキシ系樹脂

硬化方法 インクジェットによる
硬化剤噴射

レーザー照射

積層ピッチ 約０．１mm 約０．１mm

寸法精度 メーカー値 Ｘ－Ｙ ±０．１mm ±０．０５％
内部構造の再現性 ○ △（要サポート）

長所・短所 カラーモデル ○ ―

透明モデル ― ○

成形精度 ○ ○

操作性（骨切等） ○ △

強度 △（後処理後） ○

価格 ○ △

納期 ○ △
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ションにも広く応用できるものと考える１１）１２）。
しかし，この実物大石膏モデルはCTデータをも

とにしているため，細部の再現性には限界があり，
さらに矯正装置や補綴物によるアーチファクトによ
り咬合面など細部の再現性が悪く正確な咬合状態を
再現できない欠点があげられる。これを補う方法と
して，実物大石膏モデルと歯列模型を組み合わせる
方法，歯列模型から得たデータを三次元画像に組み
込んだシミュレーションなどが報告されている
が１０），精密な模型手術として応用するためには今後
さらなる改善が必要であると考える。また，この模
型は水硬性材料を使用しているため，樹脂性の模型
に比べて壊れやすいという欠点がある。しかしこれ
は石膏にシリカの粉末を混ぜることによって強度を
あげることができるため現在はこれを使用してい
る。

結 論

顎口腔領域の手術に際して実物大の顎骨石膏モデ
ルによる模型手術を行うことで，手術を実感的にシ
ミュレートすることができ，手術に使用する再建用
プレート，拡大装置の選択やベンディングなどを術
前に精密に行うことができた。さらに光硬化性樹脂
に比べて成形技工も容易であった。またこれにより
治療方針が立てやすくなり，手術時間の短縮や侵襲
の軽減が期待され，治療説明に応用することで患者
とのコンセンサスの共有にも有用であると思われ
た。

本論文の要旨は，第６０回特定非営利活動法人日本口腔科学
会総会（２００６年５月１１日，１２日 名古屋）において発表した。
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Techniques to prepare full-scale 3-Dimensional（3-D）models such as of the jaw based on imaging modali-
ties such as CT and MRI have been reported for some time． Full-scale photopolymerization resin 3-D
models have already been applied clinically． Recent technological advances have allowed the preparation
of full-scale plaster 3-D models using a 3-D inkjet printer． As modeling is easier compared to existing
techniques，this 3-D plaster molding technique is beginning to be used in orthopedics and oral surgery．
In our department，the 3-D plaster molding technique has been used in surgical patients． In patients un-
dergoing jaw resection or osteotomy due to odontogenic tumor，osteomyelitis or severe jaw deformity，
CT is performed to obtain 3-D data using 3-D simulation software． Based on these data，jaw bone mod-
els are prepared by spraying plaster in layers using an inkjet head for a plaster type rapid prototyping sys-
tem． Use of full-scale plaster 3-D models allows realistic simulation of surgery and preoperative selection
of reconstruction plates and bone distracter and also lets the surgeon ascertain the degree of bending re-
quired． Furthermore，since plaster is used，molding is much easier compared to photopolymerization
resin 3-D models． Moreover，the 3-D plaster molding technique is expected to make therapy easier to
plan，shorten operation time，minimize invasiveness，and facilitate the provision of informed consent by
patients． （The Shikwa Gakuho，１１０：１３２～１４０，２０１０）

今井，他：粉末積層装置による実物大モデルの臨床応用１４０
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