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原　　　　著-

画像解析装置を用いた刷掃訓練支援システムの開発*

長谷川浩三　町　田　幸　雄

東京歯科大学小児歯科学講座

(主任:町田幸雄教授)

(1991年11月6日受理)

Development of Tooth Brushing Training

System Equipped with Image

Analysis Device

Kozo HASEGAWA and Yukio MACHIDA

Department of Pediatric Dentistry,

Tokyo Dental College

(Chief:Prof.Yukio Machida)

諸　　　　　言

刷掃時の歯垢清掃効果率を向上させる園子としては歯

磨圧1ト24)刷掃ストローク幅17)刷掃回数2)3)6)7)9)ll)12)

13)刷掃方法10)12)13)14'11)25)26)歯ブラシの種戴4)5)16)19〉

20)22)23)あるいは刷掃する本人の運動能力8'12)27)28)等が

考えられ,窮在までにこれらに関する多くの報吾があ

る.著者らは特に歯磨圧について研究を行い歯磨圧が弱

ければ十分な清掃効果は期待できず,逆に強すぎれば歯

牙や歯周組織に櫨傷を与えることを証明14)15)興したoそ

の結果姦通歯磨圧はスクラブ法では乳歯列親で300 g 1

永久歯列親で300-　　　　バス法では永久歯列親で

200-300g　であることが判明した｡しかし,従来歯磨

圧を求めることは繁雑で操作に時間がかかり,臨床の場

で直ちに患者がどのくらいの歯磨圧で刷掃しているかを

把握することはできなかった.そのため塊場において,

適切な歯磨圧で指導することは因襲であった｡そこで著

者らはコンピュータに歯磨圧測定のためのセンサを接続

しオンライン化することにより即座に歯磨圧および刷掃

回数の測定可能な歯磨圧測定システム2°を開発し,良好

*本論文の要旨は,第243回東京歯科大学学会例会(平成
3年6月8日千葉)において発表した｡

な成績を納めているoしかし,実際に刷掃を行わせると

適切な歯磨圧であっても歯ブラシの届かない部位は歯垢

が残存する｡また,刷掃指導中に患者自身の歯垢の付着

状態を見せるためには手鏡を用いたり,手鏡とデンタル

ミラーの双方を用いて指導しているのが-般的であり,

歯垢の付着率までを指摘し指導するところまでは至って

いない｡そこで著者らは刷掃に関心をもたせ歯口清掃効

果を向上させる目的で歯磨圧測定システムに超小型カメ

ラと画像解析システムを付加した装置を開発した｡本装

置は,コンピュータCRT上の画面に口腔内の状態を映

し出し,刷掃の禾備な部位を指摘できるとともにコン

ピュータ画像解析により歯垢の付着率を自動診断できる｡

研究材料および研究方法

1.システムの概要

本装置は図1に示すように著者らの開発した歯磨圧測

定システム(コンピュータ本体, CRT,ストレインア

ンプ, A/Dコンバーター,プリンター)にカメラ部,

すなわち小型カメラ(エルモ社製CCDカラーカメラ

EM-102)と口腔内を照明するための光源ハロゲンラン

プ(ケンコ-社製TECHNO LIGHT KLS-2100)を具

備したものである.カメラヘッド部の光源は一点に集中
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して影を作らないようにするため輪状に分散されてい

る｡更に舌側などの直視出来ない部位はデンタルミラ-

を取り付け観察できるように改造した(図2)oまた,カ

メラからの映像をコンピュータに取込むためにカラービ

デオ信号デジタイジングボード(カノープス電子社製

CVI-98)と画像圧縮専用高速演算ボード(カノープス

電子社製FLASH-16VI)を用いてコンピュータとオン

ライン化した｡なお,画像圧縮専用高速演算ボードは画

像データを高遠に処理するために使用した｡更にコン

ピュータへの画像以外の情幸匡入力は,辛-ボードからの

入力をはぶき,誰でも簡単に入力できるようにCRT上

に設置したタッチパネル(タッチパネルシステムズ社製

ケンタッチ)とマウスを用いた｡

図3は本システムのブロックダイアグラムを示してい

る｡画像解析システムはカメラからの信号をデジタイジ

ングボードを通じコンピュータに入力し演算処理する仕

組みになっている｡また,歯磨圧の測定はストレイン

ゲージを添付した歯ブラシからの信号をアンプによって

増幅し, A/Dコンバータによりデジタル変換し,その

後コンピュータによって演算処理する｡

2.操作手順

操作は対話形式で行われ,簡単に操作できるように

なっている.操作手順ならびに指導方法は以下に示すと

おりである｡

1)コンピュータを立上げると初期画面に歯磨圧測定シ

ステムか画像解析システムのどちらかを選択するように

指示される(図4)0

2)画像解析システムを選択すると, CRT画面上にカ

メラからの映像が映し出され,画面右側のメッセージに

従い口腔内の測定したい部位の位置を決め,マウスによ

り指定すると動画表示が静止画像表示に変わる(図5 )0

3) CRT画面上の指定した部位の静止画像について,

測定歯牙の輪郭をマウスにより指定する(図6およびカ

ラー写真参照)｡

4)指定した歯牙の輪郭と歯垢付着部との色分けが,

RGB表示により自動的に行われる｡静止画像とRGB

表示を切換えることはスイッチにより簡単にでき,両者

COLOR VIDEO

CONTROLLER SIGNAL INTERFACE

TOOTHBRUSH AMP.　　　　CONVERTER

図3　刷掃訓練支援システムブロックダイアグラム
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図6　測定歯の輪郭指定

を比較することが容易である(図7)｡

5)結果の出力を指定すると,指定した歯牙の歯面全体

に対する歯垢付着率が計算表示され,さらに歯垢の付着

室により種々のメッセージが表示される仕組みとなって

いる(図8およびカラー写真参照)0

6)この結果はプリンターにより印刷され指導に用いる

図8　歯垢付着率の表示

ことができる.また,解析に用いられた静止画像はフ

ロッピーデスクに保存することができ,今後の刷掃指導

時に活用出来るようになっている｡

7)画像解析が終了すると1)の操作手Jillの初斯画面に

戻る｡

3.従来の測定法と本法の比較

本講座により従来行われてきた測定方法13)と本システ

ムを用いた測定法による結果に差があるかどうか比較検

討を行った｡被験歯は東京歯科大学千葉病院小児歯科臨

床に来院した小児21名であり,被験歯は41歯である｡歯

垢付着面積を測定した部位は上顎前歯部ならびに上顎臼

歯部唇頑面である｡それぞれの被験者について歯垢染色

を行ない従来の方法と今回開発したシステムの歯塩付着

面積の算出結果について比較検討を行ったoなお,従来

の方法13)とは写真撮影されたスライドフイルムを万能投

影機を用いて5悟に拡大し,歯面ならびに歯垢付着部位

をトレースし, GMAコンピュータシステムを用い,歯

面の総面積と歯垢付着面積の割合を求めた｡
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図6 画像入力時（輪郭瀾定）  

図9－2 画像処置後  図用－1画像処眉前  

園10－2 画像処置後  図10－1画像処置前  

一∴洞－   
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結　　　　　果

表1は本システム使用時における結果と従来の方法に

よる結果を示している｡平均値について見ると本システ

ム使用時における歯垢付着面積が3. 2%,従来の方法に

よる歯垢付着面積が39. 4%とほぼ同様な結果が待られ

た｡表2は各歯垢付着面積測定時における10%以上の測

定誤差があった症例を示している10%｣(上の誤差を生

じたのは4部位であった｡しかし,これらの結果につい

て統計学的に検定したところ有意差は認められなかった｡

%

近年コンピュータによる画像処理は,歯科界では捕緩

磯城においてよく用いられている　CAD/CAMシス

テム29'を用いたクラウンやインレーの設計や製作,コン

ピュータによる義歯の設計30)あるいはビデオカメラをコ

ンピュータに接続し,特に前歯の審美性を考慮した設計

31'等の報吾があるo　しかし,嚇蝕予防の指導用としての

報吾はない｡

本システムの特襖はコンピュータによる画像解析副定

と歯磨圧測定の2種の選択が出来るようになっているこ

とである｡操作は対話形式で行われ,誰にでも簡単に使

用できる｡

画像解析システムを選択すると, CRT画面上にカメ

ラからの映像が映し出され,測定したい歯牙を指定する

ことにより歯垢付着室が即座に自動的に表示される｡そ

れと同時に歯垢の付着量の大小により種々なメッセージ

が表示される仕組みとなっている｡加えてこの結果はプ

リンターによりプリントアウトされ指導に用いることが

表1本システムと従来の方法による歯垢付着率の比較
C-o)

測 定法 平均値 最 大 最 小 標準偏差

本システム 39.2 90 0 28.1

従来の方法 39.4 89 0 27.6

表2 10%以上の誤差を生じた症例

症例 本 システム 従来の方法 ｣

1 41 51 】10

2 83 71 12

3 90 76 14

4 63 52 ll
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できるo　また,解析に用いられた画像は保存することが

でき,今後の刷掃指導時に活用できるとともに歯垢付着

量の解析に応用出来るように考慮されているo　また,こ

の画像解析を使用しない時はCCDカメラにより口月空内

を映し出し,刷掃指導や商触処置等における患者教育に

用いることもできる｡

本システムの信頑性については結果からみると平均値

においてはほとんど差はなく,有意差も認められなかっ

た｡しかし,個々にみると10%以上の誤差を生じた部位

が4部位認められた｡この原因としては種々の因子が考

えられるo　コンピュータは基本色をR(赤), G(緑),

B(育)とし,これらの色の濃淡の組合せで4075色に分蕉

されている｡これを蓋準として染色された歯垢を抽出す

る仕組みになっている｡そのため色が薄い歯垢は歯薯と

の境界が不明瞭だったり,歯垢染色剤が唾液などにより

歯垢付着部位以外の歯薯に付着していると誤差が生じて

しまうものと思われる｡あるいは-ロゲンランプの光が

反射してしまい白く映ったためにコンピュータが白と認

識してしまうことが考えられる｡図9 ･ 1は画像処理前

の口腔内写真である.図9･2は図9 ･ 1をコンピュー

タにより画像処聾したものである｡本例は歯垢の付着が

明瞭なため従来の方法による計測とコンピュータによる

歯塩付着量は45%と同じ結果であったo　しかし,図10･

1の画像処理前の口腔内写桑と図10 - 2の画像処理後の

画像を比較すると歯塩付着量は従来の方法によると60%

であり,コンピュータによる結果では69%で9%の誤差

が認められる｡図からも明らかのように歯垢と歯窯の境

界部がはっきりしないため,従来の方法では人為的に境

界部を作製し,コンピュータでは機械的に歯垢の部分を

抽出するために差が生じたものと考えられるo本法と従

来法との測定値の差はこのように染色された部位とされ

てない部位の移行が不明療な症例に生じやすいo

更に歯磨圧測定システムを選択すると歯磨圧ならびに

刷掃回数が自動的に制定でき,最適歯磨圧の指導が出来

るようになっている｡

本システムは画像解析測定ならびに歯磨圧測定を同時

に行なうことができ,視覚や体験により,今までの刷掃

指導をさらに興味あるものとし,より一層の歯口清掃効

果の向上が期待できるものと考える｡

結　　　　　鎗

刷掃指導に関心をもたせ歯口清掃効果を向上させる目

的で歯磨圧測定システムに超小型カメラと画像解析シス

テムを付加した装置を開発した｡本装置はコンピュータ
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のCRT上の画面に口腔内の状態を映し出し,刷拓の不

備な部位を指摘できるとともに,コンピュータ画像解析

により歯垢付着率を即座に自動診断でき,臨床における

指導の場において客観的な評価が可能となった｡本装置

により算出された歯垢付着率は,従来の測定法とほぼ同

じ結果が待られた｡

なお本研究の一部は平成2年度文部省科学研究費捕助金(奨励

A,課逓番号: 02771627)の援助により行われた｡
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In order to improve the tooth brushing effectiveness by stimulating interest at instruction

time, we developed a device consisting of a tooth brushing force measurement system equipped

with a micro-camera and image analysis system. On a CRT screen, the device displays the

inside of the mouth, indicates the areas where brushing is inadequate, and permits self-

diagnosis of plaque deposits by computerized image analysis.

The following are the characteristics on the system. Since it operates as dialogue, anyone

can used it easily. In this system, images received from the camera are displayed on the CRT

screen. By indicating the tooth that is to be measured, it automatically displays locations of

plaque deposits in combination with messages that vary according to deposit volumes,

Moreover, results can be printed out as a hard copy for used in instruction. Also, the image

used for analysis can be stored so that it can be used later for tooth brushing instruction

or plaque deposit analysis.

This system makes possible objective, computer analysis evaluation of deposits.
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