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

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

Title
顎矯正手術における３Ｄシミュレーションシステムの応

用

Author(s)
大内, 豪; 西井, 康; 野嶋, 邦彦; 高木, 多加志; 山口,

秀晴

Journal 歯科学報, 105(3): 200-206

URL http://hdl.handle.net/10130/170

Right



抄録：顎変形症の外科的矯正治療に用いられている

３Ｄコンピュータシミュレーションによる術後予測

法を，セファロメトリックプレディクション，モデ

ルサージェリーと比較し，その有用性について検討

した。被験者は，骨格性下顎前突症の診断を受け，

術前歯科矯正治療を終了した女性５名とした。３Ｄ

コンピュータシミュレーションは，術前矯正治療終

了時に撮影されたＸ線CTの DICOMファイルデー

タを用い，３Ｄシミュレーションソフト（ASPOS）

によって３Ｄ予測モデルを作製した。そして，これ

とセファロメトリックプレディクション，モデル

サージェリーにおける移動距離と比較した。その結

果，比較した計測値は左右側での移動量，移動方向

の異なる症例でGo，Ｌ６に差がみられたが，多く

の計測値の差が１mm未満だった。これより左右側

各々の移動量の把握に優れていると考えられ，３Ｄ

シミュレーションによる術後予測法の有用性が示唆

された。

緒 言

顎変形症患者に対する外科的矯正治療において，

術後予測は，抜歯・非抜歯の決定，手術法の選択，

矯正治療メカニクスの設定のために重要である。そ

の予測法としては従来から，正面・側面セファログ

ラムを用いたセファロメトリックプレディクショ

ン１，２），歯列模型を用いたモデルサージェリー２，３）が

主に行われている。

近年Ｘ線CTの発達により，歯科領域でも外傷，

埋伏歯，インプラントにおける検査などにＸ線CT

が用いられるようになった４～６）。顎変形症において

もＸ線CTを用いた３Ｄコンピュータシミュレー

ションによる予測法が報告されている７）。しかし，

従来の方法と３Ｄコンピュータシミュレーションに

よる術後予測（以下３Ｄ予測モデル）を比較検討した

報告は見られない。そこで著者らは，CT画像を用

いて作製した３Ｄ予測モデルを，側面セファログラ

ムによるセファロメトリックプレディクションおよ

びモデルサージェリーと比較し，その有用性につい

て検討した。

研究方法

１．被験者

被験者は，東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院

した骨格性下顎前突症患者で，下顎枝矢状分割法に

よる顎矯正手術を予定して術前矯正治療を終了し，

Ｘ線CT，側面セファログラム，歯列模型を採得し

た女性５名である。なお，臨床研究に関する倫理指

針に基づいて，これらの精査が治療方針の決定，お

よび予後の安定の予測に充分生かされることを説明

し，本人および保護者の承諾を得て行った。

２．撮影装置および撮影条件

Ｘ線CTの撮影には，東京歯科大学千葉病院放射

線科所有の SOMATOM Plus4 VolumeZoom（Sie-

mens，Erlangen，Germany）を使用した。被験者
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の正中矢状面および咬合平面が床に対して可及的に

垂直となるように頭部を固定し，中心咬合位にてス

パイラル撮影を眼窩上縁から下顎下縁が入るところ

まで行った。撮影条件は，管電圧１２０kV，管電流１３０

mA，スキャン速度０．７５秒／回転，寝台移動速度３mm

／秒，コリメーション１mm×４列，ガントリの傾斜

角度０度，再構成スライス厚１．２５mm，再構成スラ

イス間隔１．０mmとして，連続スライス画像を得た。

得られた画像データはDICOM（Digital Image and

Communication in Medicine）形式で光磁気ディス

クに保存した。

側面セファログラムは，Ｘ線装置DHF‐１５５H（日

立，東京）と専用の頭部固定装置を使用した。被験

者のフランクフルト平面が床と平行になるように頭

部を固定し，中心咬合位で撮影した。焦点－対象者

中央間距離は１５０cm，焦点－フィルム間距離は１６５

cm，管電圧は８５kV，管電流は１００mA，照射時間は

３２０msec とした。

３．計測方法

１）３Ｄ予測モデルの作製

撮影されたＸ線CTの DICOMファイルデータを

３ＤシミュレーションソフトASPOS（ケイ・

ジー・ティー，東京）に入力し，CT値３５０Hunsfield

で２値化処理を行い顎顔面硬組織の３Ｄ構築モデル

を作成した。このモデルより顎矯正手術による３Ｄ

予測モデルを作製した。作業手順は以下のとおりに

行った。

� アーチファクトの除去

顎矯正手術を予定している患者のCT画像におい

ては，口腔内に矯正装置が装着されているため，大

きなアーチファクトが存在している。これはシミュ

レーションを行う上で不必要であるため，得られた

スライス画像各々においてアーチファクトに相当す

る部分をデータから削除し，新しく３Ｄ画像の構築

を行った（図１）。

� 上下顎骨の分離，下顎骨の分割

得られた３Ｄ画像から下顎骨のみを選択的に分

離・抽出をした（図２）。そして下顎骨のみの３Ｄ画

像において，下顎骨を下顎枝中央部で水平に分割

し，下顎頭側の近位骨片と，下顎骨体側の遠位骨片

とに分割することで，下顎骨の近遠心的移動を可能

な状態にした（図３）。

� 移動，計測

下顎骨の移動を行うための指標となる３次元座標

を，両側外耳道下縁および，両側眼窩下縁を基準と

して設定した。座標軸は，左右方向をＸ軸，前後方

向をＹ軸，上下方向をＺ軸とした。３Ｄコンピュー

タシミュレーションは下顎枝矢状分割法を想定し
図１ 被験者１におけるアーチファク

ト除去後の３DCT画像

図２ 分離された下顎骨 図３ 両側下顎枝を中央で分割した状態
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て，任意の方向へ遠位骨片を移動させた。移動は前

歯の overjet，overbite，上下歯牙正中線，臼歯部

の前後的咬合状態，左右対称性を基準として術後の

適正な位置決めを行い，３Ｄ予測モデルを作製した

（図４）。

この３Ｄ予測モデルにおいて，ポゴニオン

（Pog），左右ゴニオン（左：GoL，右：GoR），下顎

切歯点（L１），下顎左右側第一大臼歯近心隣接面部

（左：L６L，右：L６R）を計測点として，シミュ

レーション前後での各座標軸方向への移動距離の計

測をした。

２）セファロメトリックプレディクション

撮影された側面セファログラムを用いて通法２）に

従いセファロメトリックプレディクションを作製し

た（図５）。そして Pog，ゴニオン（Go），L１，下顎

第一大臼歯近心隣接面部（L６）を計測点としてその

前後方向の移動距離を計測した。なお，L６および

図４ シミュレーション前後の３DCT画像

被験者１において，Pog３．４mm，GoL０mm，GoR３．９mm，Ｌ１３．９mm，L６L０．８mm，
L６R４．１mmのＹ軸方向（後方）への移動を予測した

図５ セファロメトリックプレディクション

被験者１において，Pog３．３mm，Go３．３mm，Ｌ１
３．６mm，Ｌ６３．１mmの後方への移動を予測した

図６ モデルサージェリー

被験者１において，Ｌ１２．６mmのＸ軸方向（右側）への移動および，L６L０mm，L６R３．８mmのＹ軸方向（後方）への
移動を予測した
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Go は，セファロ上で左右の中点を計測点と設定し

た。

３）モデルサージェリー

フェイスボウトランスファーにより，半調節性咬

合器にマウントされた歯列模型において，下顎模型

基底面の L１，L６L，L６R部にマーキングをし，

下顎模型を術後の適正な位置付けをしてモデルサー

ジェリーを行った２）（図６）。そして L１の左右方向

の移動距離，および L６L，L６Rの前後方向の移

動距離を下顎模型基底面のマーキング部を計測する

ことで求めた。

４．解析方法

３Ｄ予測モデル，セファロメトリックプレディク

ション，モデルサージェリーのそれぞれで得た計測

値を用いて，次の比較を行った。

１）３Ｄ予測モデルとセファロメトリックプレディ

クションの比較

セファロメトリックプレディクションにおける移

動距離と，３Ｄ予測モデルの前後方向であるＹ軸方

向への移動距離を，Pog，Go，L１，L６について

比較した。

２）３Ｄ予測モデルとモデルサージェリーの比較

モデルサージェリーにおける移動距離と，３Ｄ予

測モデルの L１の左右方向であるＸ軸方向の移動距

表１ ３Ｄ予測モデルとセファロメトリックプレディクションの移動距離

３Ｄ予測モデル セファロメトリック
プレディクション 移動距離の差

被験者１ Pog ３．４ ３．３ ０．１
GoL ０．０

３．３
－３．３

GoR ３．９ ０．６
L１ ３．９ ３．６ ０．３
L６L ０．８

３．１
－２．３

L６R ４．１ １．０

被験者２ Pog ６．１ ５．４ ０．７
GoL ３．１

７．１
－４．０

GoR １０．８ ３．７
L１ ５．４ ６．３ －０．９
L６L ４．７

７．８
－３．１

L６R ８．４ ０．６

被験者３ Pog ５．５ ５．５ ０．０
GoL ４．５

４．５
０．０

GoR ３．７ －０．８
L１ ４．５ ５．０ －０．５
L６L ３．７

５．２
－１．５

L６R ４．４ －０．８

被験者４ Pog ６．５ ６．０ ０．５
GoL ６．５

７．０
－０．５

GoR ６．６ －０．４
L１ ８．６ ７．５ １．１
L６L ３．９

６．０
－２．１

L６R ７．８ １．８

被験者５ Pog ３．４ ４．０ －０．６
GoL ４．５

４．０
０．５

GoR ３．７ －０．３
L１ ４．５ ４．５ ０．０
L６L ３．７

４．５
－０．８

L６R ４．４ －０．１

（mm）
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離および L６L，L６RのＹ軸方向の移動距離につ

いて比較した。

結 果

１．３Ｄ予測モデルとセファロメトリックプレディ

クションの比較

表１に各被験者における３Ｄ予測モデルとセファ

ロメトリックプレディクションの移動距離，および

その差を示す。セファロメトリックプレディクショ

ンでのGo および L６の値は，それぞれの左右計測

点の中点での移動距離を示している。各計測点にお

ける差は Pog で－０．６mm～０．７mm，Go で－４．０mm

～３．７mm，L１で－０．５mm～１．１mm，L６で－３．１

mm～１．８mmであった。

２．３Ｄ予測モデルとモデルサージェリーの比較

表２に各被験者における３Ｄ予測モデルとモデル

サージェリーの移動距離，およびその差を示す。各

計測点における差は L１で－１．２mm～０mm，L６

Lで－１．０mm～０．５mm，L６Rで－０．２mm～１．２mm

であった。

考 察

顎変形症患者に対する外科的矯正治療において３

Ｄ予測モデルは，三次元構築された画像を，任意の

方向から観察が可能であるため，顎顔面頭蓋の形態

や，位置関係を立体的に把握することが可能であ

り，定量的に三次元での移動量を予測することがで

きる。従来から用いられてきたセファロメトリック

プレディクション，モデルサージェリーによる予測

法のみでは，顔面非対称症例のような三次元的な移

動を伴う場合，顎顔面頭蓋の形態や手術予測につい

ての情報は乏しいと考える。そのためこれまでに，

正面，側面セファログラムの二次元情報から三次元

座標を算出し，三次元的に分析を行う方法８～１０）や，

CTによる三次元画像をフィルム上で計測する方

法１１）や，コンピューター画面上で直接計測する方

法１２，１３）などが報告されその有用性が示されている。

そして，近年ではＸ線CTを用いた手術シミュ

レーションとして，三次元実体モデルを作成しこれ

を実際に分割，移動させる方法１４～１７）や，今回用いた

システムのような，三次元画像を加工してシミュ

レーションを行う方法７，１７～１９）が数多く報告されてい

る。特に三次元画像を加工する方法は計測が正確

で，繰り返しシミュレーションが行えるという他の

方法にはない特徴がある２０）。しかし，CTデータを

用いる場合，矯正装置や補綴物によるアーチファク

トにより歯牙構造物の再現性が悪く８，１５），正確な咬

合状態を設定できない欠点があるため，これを補う

表２ ３Ｄ予測モデルとモデルサージェリーの移動距離

３Ｄ予測モデル モデルサージェリー 移動距離の差

被験者１ L１ ２．３ ２．６ －０．３
L６L ０．８ ０．０ ０．８
L６R ４．１ ３．８ ０．３

被験者２ L１ ３．８ ４．８ －１．０
L６L ４．７ ３．８ １．０
L６R ８．４ ７．２ １．２

被験者３ L１ １．０ １．０ ０．０
L６L ３．７ ３．０ ０．７
L６R ４．４ ４．６ －０．２

被験者４ L１ １．３ ２．５ －１．２
L６L ３．９ ４．４ －０．５
L６R ７．８ ６．６ １．２

被験者５ L１ １．８ ２．０ －０．２
L６L ３．７ ３．５ ０．２
L６R ４．０ ３．５ ０．５

（mm）
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方法として歯列模型を組み込んだ三次元画像による

シミュレーション２０～２２）も報告されている。今回用い

たASPOS によるシミュレーションシステムは，本

ソフトの機能により操作上問題となるアーチファク

トが画面上で容易に除去できるため，従来のCT上

での歯牙構造物の画像より，形態把握が格段に向上

した。それにより咬合関係を重視した下顎骨の位置

決めが可能であるため，外科的矯正治療における術

後予測法として有効であるといえる。また本研究で

は行わなかったが，ASPOS では下顎骨移動の際に

起こる内外側骨片の干渉状態の観測が可能であり，

口腔外科領域での手術予測としても有効であること

から，矯正科医と口腔外科医間のコミュニケーショ

ンツールとしても有用と考える。

本研究で行った比較において３Ｄ予測モデルとセ

ファロメトリックプレディクションの比較では，被

験者５名について５項目，計２５項目の比較のうち２０

項目が移動距離の差が１mm未満であり，また３Ｄ

予測モデルとモデルサージェリーの比較において

は，対象者５名について３項目，計１５項目での比較

のうち１０項目が移動距離の差が１mm未満であっ

た。このことから外科的矯正治療における予測法と

して３Ｄシミュレーションによる術後予測法は有用

であると考える。またセファロメトリックプレディ

クションとの比較において Pog，L１における移動

距離の差が最大でそれぞれ０．７mm，１．１mmであっ

たのに対して，計測点を左右の中点としたGo，L

６における移動距離の差は最大でそれぞれ－４．０

mm，－３．１mmと大きい値であった。これは術前

の咬合状態に正中線の不一致，大臼歯関係の左右差

があり，３Ｄシミュレーションでの下顎骨の移動

を，回転を伴いながら後方移動させる必要があった

ため移動距離に左右差が生じたと考える。このこと

から３Ｄシミュレーションによる術後予測法が左右

側各々の移動量の把握に優れており，移動量，移動

方向が左右で異なる症例においては特に有用だと考

える。

３Ｄ予測モデルは三次元的な移動予測が正確に行

え，セファロメトリックプレディクションおよびモ

デルサージェリーと同様，術後予測法として有用で

あることから臨床応用に十分可能であることが示さ

れた。しかし，３Ｄ予測モデルでは歯牙の咬合状

態，特に臼歯部の咬合接触状態を十分に把握するこ

とは難しく，この点においてはモデルサージェリー

のほうがより緊密な咬合を設定できる点で優れてお

り，作業の簡便性ではセファロメトリックプレディ

クションが優れていることから，これら３種類の予

測方法の特徴を理解し組み合わせることで，より精

度の高い術後予測ができると考えられた。
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Application of ３D simulation system to orthognathic surgery

Go OUCHI, Yasushi NISHII, Kunihiko NOJIMA,
Takashi TAKAKI＊ and Hideharu YAMAGUCHI

Department of Orthodontics, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Hideharu Yamaguchi）
＊First Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Tokyo Dental College

（Chairman : Prof. Takahiko Shibahara）

Key words: Jaw deformity, 3D prediction model, Computer simulation, Cephalometric prediction, Model surgery

The performance of a 3D computer simulation system in predicting the postoperative outcome of or-

thognathic surgery for jaw deformity was evaluated in comparison with the cephalometric prediction sys-

tem and model surgery． Subjects consisted of 5 female patients diagnosed with skeletal mandibular prog-

nathism． Preoperative orthodontic treatment had been completed for each subject． A 3D prediction

model was produced by running the DICOM file data obtained from a radiographic CT performed at the

time of completion through 3D simulation software（ASPOS）． Movement distance as determined by the

3D prediction model，the cephalometric prediction system，and model surgery was then compared．

The 3 methods showed differences in amount and direction of movement on both the left and right sides at

Go and L6，although many of these measurements differed by less than 1mm． We believe the 3D com-

puter simulation system offers a clearer picture of movement for both the left and right sides of the jaw，

and that it may prove a useful tool for predicting postoperative outcome．

（The Shikwa Gakuho，１０５：２００～２０６，２００５）
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