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解説（学位論文 解説）

三次元CTデータを用いた
顎裂部における移植骨の術後評価
Postoperative Evaluation of Grafted Bone in Alveolar Cleft Using
Three-Dimensional Computed Tomography Data

吉田 秀児 東京都立大塚病院口腔科 非常勤医
略歴 ２００６年東京歯科大学歯学部卒業，２０１１年東京歯科大学大学院研究科（口腔
外科学講座）修了（博士），同年より現職。研究テーマ：唇顎口蓋裂患者に対する
CT 画像解析 趣味：ドライブ

Shuji Yoshida

目 的：唇顎口蓋裂患者の CT 画像による顎裂部の術後評価は今まで多く報告されている。今回我々
は，術前と術後の三次元データの重ね合わせをして顎裂部の定量的な評価を行った。
対 象：当科で一貫治療を行っている片側の完全唇顎口蓋裂患者計１２例（左側６例，右側６例）を対象
とした。
方 法：手術直前と術後６ヶ月にヘリカル CT を撮影し，得られた DICOM ファイルは，ソフトウエ
ア（Mimics と３-matic）を使用して処理がされた。術前および術後の CT データを重ね合わせて，三
次元画像上で骨移植に関係する因子について解析を行った。
結 果：形成された骨架橋は，術前の犬歯の位置と，犬歯の長さとに強い相関を示した。また，段階
的重回帰分析においては術前の犬歯の位置のみが形成された骨架橋と有意に相関関係を示した。
考 察：これらの結果より，顎裂部骨移植の最適な時期は，未萌出の犬歯が歯槽平面に近づいた時期
であることが示された。
キーワード：顎裂，移植骨，術後評価，三次元 CT データ

（２０１４年９月２４日受付，２０１４年１１月１０日受理，歯科学報 １１４：５７８－５８５，２０１４．）

Objective：Postoperative evaluation of bone formation in the alveolar cleft by computed tomogra-
phy imaging has been reported． We quantitatively evaluated bone grafts in the alveolar cleft
preoperatively and postoperatively using three-dimensional data and superimposition of images．
Subjects：A total of １２ patients with complete unilateral cleft lip and palate（six left-sided and six
right-sided）were studied．
Methods：Helical computed tomography scans were taken immediately before surgery and at ６
months after surgery and the DICOM files obtained were processed using Mimics and ３-matic
software for three-dimensional data analysis． The preoperative and postoperative computed to-
mography data were superimposed，and the position and length of the unerupted canines and
width of the alveolar cleft measured．
Results：Strong and significant correlations were observed between bone formation in the alveolar
cleft bone graft region and preoperative canine position（r＝－０．７６６，p＜０．０１）and canine length

（r＝０．６８１，p＜０．０５）． Stepwise multiple regression analysis demonstrated that only the preop-
erative canine position was independently and significantly correlated with bone formation in the
alveolar cleft．
Conclusion：These results indicate that the optimal timing for surgery is when the canine cusp is
close to the alveolar plane． （The Shikwa Gakuho，１１４：５７８－５８５，２０１４）
Key words：alveolar cleft, grafted bone, postoperative evaluation, ３D CT data
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はじめに

１９７２年，Boyne ら１）によって初めて唇顎口蓋裂患
者に対する顎裂部骨移植術が提唱された。この手術
は，唇顎口蓋裂患者に対する形態学的，機能的な改
善をはかるのに欠かせない処置となった。目的は
⑴鼻口腔瘻の閉鎖のため⑵歯列弓の獲得のため⑶鼻
翼基部の陥凹改善のため⑷隣接歯を矯正治療により
萌出誘導するための幅広い顎裂の閉鎖である。通
常，図１のごとく唇顎口蓋裂の歯槽部に存在する顎
裂に対して自家骨（多くの場合，自家腸骨海綿骨細
片）を移植する。この手術は多くの施設において行
われているものの，手術時期のタイミングに関する
論争が現在でも続いている。

従来，手術時期のタイミングを調査するための骨
移植時の骨量や歯の移動の測定は，二次元画像（例
えばデンタル，咬合法やパントモ）によるものに見
られた２，３）。しかしながら，骨のリモデリングや二次
元的な変化は二次元画像である程度は評価できるも
のの，骨の形態学的な変化などを評価することがで
きない。一方で，隣在歯の萌出誘導が必要な場合，
三次元 CT 画像が隣接歯と顎裂との位置関係や角度
を推定するのに役立つ場合がある。

最近の研究において CT のスライス画像を利用し
た評価が行われている４－１０）。この方法では，三次元
CT 画像に比べて正確な骨形態を把握することは困
難であり，事実，三次元 CT 画像を用いて正確な重
ね合わせをして評価を行っている研究はない。

そこで本研究では，三次元画像上で基準点を設
け，専用のソフトウエアを利用して重ね合わせをす
ることで顎裂部の変化を正確に把握するための新た
な方法を開発した。

対象患者

対象は，左側６症例，右側６症例の片側唇顎口蓋
裂患者１２症例（男児９例，女児３例）である（表１）。
全例が東京歯科大学千葉病院で，生後４ヶ月時に
Millard 変法による口唇形成術，１．５歳と４．５歳時に
Perko 法による二段階口蓋形成術を受けている。骨
移植術時の患者年齢は８～１２歳で犬歯の萌出前であ
る Hellmann dental age のⅢB の時期であった。ま
た，犬歯の萌出方向が顎裂部へ向かっている症例に
限定した。

すべての患児の両親に書面にて同意を得ており，
また本研究は東京歯科大学倫理委員会の承認を得て
いる（№２１５）。この研究は後ろ向き研究である。

顎裂部骨移植術は基本的に Axhausen らによっ
て確立された方法１１）で，顎裂部の側方粘膜弁を立ち
上げ，骨欠損部に骨膜を利用した埋入床を形成し，

表１ 対象となった唇顎口蓋裂患者１２症例

症 例 性 別 手術時年齢
（月齢） 裂 型

１ 男 １０１ 左側唇顎口蓋裂
２ 女 １５０ 左側唇顎口蓋裂
３ 男 １１１ 右側唇顎口蓋裂
４ 男 １２２ 左側唇顎口蓋裂
５ 男 １２４ 左側唇顎口蓋裂
６ 男 １１４ 左側唇顎口蓋裂
７ 女 １４１ 左側唇顎口蓋裂
８ 男 １１８ 右側唇顎口蓋裂
９ 女 １２６ 右側唇顎口蓋裂
１０ 男 １０４ 右側唇顎口蓋裂
１１ 男 １１２ 右側唇顎口蓋裂
１２ 男 ９６ 右側唇顎口蓋裂

平均 １１８．３±１５．８

図１ 顎裂部骨移植術
左の如く切開線を設定し，右の如く自家腸骨海綿骨細片を顎裂部に移植する
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密に自家腸骨海綿骨細片（PCBM）を填入する方法で
施行した（図２）。

CTデータ，撮影条件

ヘリカル CT による撮影はすべての患者に対し，
手術直前と移植後６ヶ月時に行い，DICOM データ
を得た。患者の頭部はイヤーロッドで固定（図３）
し，眼窩中央から上顎歯牙の切端までの範囲を咬合
平面と平行に１mm スライスで撮影時走直した。範
囲は上下径９cm で，前後径は６cm の面積上で標
準化した。また，撮影に際し，照射時間を短縮して
最小限の線量とした。画像撮影の条件は以下である。

管電圧：１２０kV 管電流：９０mA
CT値の設定は，WW（Window width）で９００Houns-

field Unit（HU）から１３００HU，WL（Window level）で
１１００HU の範囲で設定した。

画像評価

１．画像の抽出と，重ね合わせ
CT 撮影によって得られた DICOM データは，ス

ライス画像三次元化ソフトウエア Mimics（Material-
ise NV，Leuven，Belgium）によって処理された。
データは Mimics により三次元構築され，上顎骨と
犬歯は周囲の組織から抽出した（図４）。分析のため
抽出された上顎骨と犬歯のデータは，種々の三次
元処理を容易にするため standard triangulated lan-
guage（STL）に変換し，三次元処理ソフトウエア３-
matic（Materialise NV，Leuven，Belgium）で解析
を行うこととした。ここまでの変換は，術前および
術後６ヶ月後のデータについてそれぞれ行った。重
ね合わせの基準点は不動点である両側眼窩下孔と両
側蝶形骨乳様突起の先端とした。そして三次元画像

における術前後の上顎骨上に基準点を設定したのち
に重ね合わせを行った。骨架橋した骨は重ね合わせ
により容易に顎裂部の骨形成を確認することがで
き，画像上で完全に孤立化することで抽出完了した

（図５）。
一方で，この重ね合わせ画像の対象として Feicht-

inge らの報告１２）に準じて Mimics 上で CT のスライ
ス画像から顎裂部における骨形成範囲を目視で特定
し抽出した。抽出した範囲の骨を三次元構築して先
ほどの方法と同様に STL ファイルに変換したのち
に３-matic 上で解析を行った。

また術前の顎裂部の大きさは変化するので，顎裂
部おける骨架橋の定量的な評価のため我々は非被裂
側の骨形態を参考として理想的な顎裂部の骨形態を
抽出した。上顎骨の左右の眼窩下孔の中心点を基準
にミラーリング処理（左右逆転した画像を構築）を施
した。ミラーリングした上顎骨と術前の上顎骨を先
に述べた方法を用いて同様に理想的な骨形態（CV）
を抽出した。

図２ 顎裂部骨移植術の方法
⒜顎裂部の粘膜を切開 ⒝粘膜を剥離翻転し，鼻腔側を縫合
⒞移植床に自家腸骨海綿骨細片を移植して口腔側の粘膜を縫合

図３ CT の撮影方法
頭部をイヤーロッドで固定して，撮影を行った

５８０ 吉田：三次元 CT を用いた顎裂部における移植骨の術後評価
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２．基準平面の設定
三次元上における犬歯の正確な位置を測定するた

めに左右第一大臼歯近心歯槽骨頂と左右中切歯間の
歯槽骨頂を通る面を基準平面として設定した。この
基準平面は，歯槽平面として設定した（図６）。
３．計測項目
⑴ 術前の犬歯の位置：埋伏した犬歯の尖頭から歯

槽平面まで９０°の角度で垂線を下ろし，その距離
を（X）とした。

⑵ 埋伏した犬歯の長さ：術前の犬歯の尖頭から歯
根形成面に９０°の垂線を下ろし，その距離を計測
した。

⑶ 骨移植年齢（月齢）
⑷ 顎裂の最小の距離：咬合平面と平行に顎裂で最

小となる距離。
⑸ 骨形成量（BBF）の割合：顎裂部骨移植におけ

る骨形成量を測定するため CV に対する BBF の
割合を以下の式で算出した。

（BBF/CV）×１００＝BBF％
⑹ 上記の⑸如くスライス画像をもとに骨形成割合

を求めた。CV に対する BBFs の割合を以下の式
で算出した。

（BBFs/CV）×１００＝BBFs％

図４ Mimics 上での上顎と犬歯の抽出法
術前，術後の DICOM データを使用して，Mimics 上で上顎と犬歯を抽出した

図５ ３-matic 上での重ね合わせによる移植骨の抽出法
Mimics 上で抽出した術前後の上顎と犬歯を STL に変換。その後３-matic 上で基準点（両側眼窩下孔と

両側蝶形骨乳様突起の先端）を設け（右上黒点），重ね合わせを行った後に顎裂部の骨架橋を抽出した（右下
白枠内）
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統計解析

骨形成が以下の因子各々とどのように相関関係に
あるのか Pearson の積率相関係数（r）を用いた。
骨形成量の割合，術前の犬歯の位置，埋伏した犬歯
の長さ，骨移植の年齢，顎裂の幅

変量モデルには術後の顎裂部の骨形成量の割合を
目的因子とし，骨形成に関係すると考えられる犬歯
の位置，犬歯の長さ，手術年齢，顎裂の幅を説明因
子として段階的前向き重回帰分析を用いた。

分析は，Windows 版 SPSS ver１１．０（SPSS Inc. ,
Chicago, IL）を用いて行った。

結 果

骨形成量の割合が平均で４８．６％であったのに対
し，スライス画像による骨形成量の割合は平均でわ
ずか４１．１％であった。このことより，スライス画像

から得られた骨形成の割合は過小評価されている可
能性があった（表２）。

１次相関においての顎裂部の骨形成量の割合は，
術前の犬歯の位置（r＝－０．７６６，p＜０．０１）と犬歯の
長さ（r＝０．６８１，p＜０．０５）で有意に強い相関関係を示
した。犬歯の長さは術前の犬歯の位置（r＝－０．８３７，
p＜０．０１）と手術時年齢（r＝０．６５７，p＜０．０５）で有意
な相関関係を示した。加えて，術前の犬歯の位置と
手術時年齢で低い相関関係を示した（表３）。

段階的重回帰分析において術前の犬歯の位置だけ
が骨形成量の割合と有意な相関関係を示した。一方
で，犬歯の長さは骨形成量の割合と相関関係を示さ
なかった。

この分析より以下の結果を得た。
BBF％＝５８．４７８－２．９１２×X

（X は先に述べたように犬歯の位置を示す）
この結果より，目的変数である骨形成量の割合に

対して術前の犬歯の位置のみが統計的に強い相関関
係を示すことがわかり，他の説明変数については棄
却された。つまり，術前の犬歯の位置が，術後の骨
形成に大きく影響することが示された。加えて手術
時年齢は，骨形成に相関関係を示さなかった。X の
値が少ない時に骨形成量の割合が大きくなる，すな
わち犬歯の尖頭が歯槽骨平面に比較的近い犬歯萌出
直前が手術の最適なタイミングであることが示され
た。

表２ 各症例に対して計測した６項目の結果

症 例
術前の

犬歯の位置
（mm）

埋伏した
犬歯の位置
（mm）

骨移植年齢
（月）

顎裂の
最少の距離
（mm）

骨形成量（BBF）
の割合（％）

スライス画像による
骨形成量（BBFs）

の割合（％）

１ ６．３ １２．５ １０１ ８．４ ２５．９ １８．１
２ －３．５ ２１．９ １５０ ６．７ ７７．５ ６３．１
３ ３．５ １５．４ １１１ ４．９ ５９．０ ６８．５
４ ６．７ １３．１ １２２ ７．１ ２８．５ ２７．６
５ ２．８ １９．７ １２４ ６．９ ４０．４ ４４．８
６ ７．０ １２．３ １１４ １１．７ ３１．３ ２４．６
７ ７．０ １６．６ １４１ ７．６ ４２．３ ２３．６
８ ７．５ １５．１ １１８ １０．１ ３９．７ ３２．０
９ －３．３ １９．８ １２６ ８．１ ６１．０ ６０．５
１０ ５．０ １５．５ １０４ １１．０ ６１．０ ２８．３
１１ －２．７ １９．５ １１２ ８．８ ６０．２ ５６．６
１２ ４．６ １２．８ ９６ ８．１ ５５．９ ４５．８

平均 ３．４±４．２ １６．２±３．３ １１８．３±１５．８ ８．３±１．９ ４８．６±１７．１ ４１．１±１７．６

図６ 基準平面の設定（歯槽平面）
左右第一大臼歯近心歯槽骨頂と左右中切歯間の歯槽

骨頂を通る面を基準平面とした

５８２ 吉田：三次元 CT を用いた顎裂部における移植骨の術後評価

― ５０ ―



考 察

①顎裂部の骨評価について
顎裂部骨移植術における二次元的画像上での骨形

成の評価は，被曝等の侵襲が少なく定性的に評価が
容易にできる理由から現在でも日常臨床で広く利用
されている１３，１４）。しかし，三次元画像上での評価に
比べ１７％の過大評価が見られるとの報告がある１５）。
また，二次元評価では，垂直的な骨の変化を容易に
判別することができるのに対して，極度の骨吸収が
起こっている可能性がある頬舌側の骨形成について
は，測定が不可能である。このようなことから，近
年 CT の普及により，顎裂部を三次元的，かつ定量
的に評価することが可能となったことから徐々に三
次元による評価が主体となりつつある。

三次元評価のためコーンビーム CT（CBCT）の利
用は，低侵襲で撮影時間も短いことから徐々に使用
され評価されはじめている１６－２０）。しかし，CBCT の
画像は撮影領域が限定でき解像度が高いが，一方で
撮影領域に手術侵襲が加わるとそれに影響されて正
確な画像が得られなくなり定性的にコントラストを
見るだけの画像となる。さらに範囲を拡大すると管
電圧と管電流を上げなければ正確な画像を得ること
ができない。そのため，広範囲を撮影した CBCT
はヘリカル CT と被曝線量が変わらないという報告
もある２１）。

ヘリカル CT を利用した研究のほとんどがスライ
ス画像より骨の状態を把握して抽出している４－１０）。
これらは目視ですでに生着した骨の境界線を探すた
め移植骨の形態を正確に把握するのは困難であり，
再現性に乏しいと考える。正確に移植骨を把握する
ために解剖学的に基準となるランドマークを検討す
る報告も散見される１９，２２）が，画像上での基準点の設

定を追求した研究はなく移植骨の抽出を正確に行う
ことは困難とされてきた。そこで我々は，三次元
CT 画像上で基準点を設定し，重ね合わせをするこ
とにより正確に移植骨を抽出できる分析方法を発展
させた。
②移植骨に影響を与える因子

顎裂部における骨形成は様々な因子が関与してお
り，それを追求した研究は二次元的評価で多く見ら
れる。これらの研究の多くは，犬歯萌出前の時期に
顎裂部骨移植術を行っており，犬歯の歯根が２／３完
成した時が手術の時期として最適であると述べてい
る２３）。しかし，このような評価を行うのに二次元画
像を使用したとしても６９症例中１１．６％の症例で移
植骨の評価が不可能であったという報告も見られ
た２４）。その二次元画像での欠点を考慮し，三次元画
像を利用した研究が見られるようになり，さらに詳
細な骨の変化が評価されるようになった。それらの
報告の中には，犬歯の萌出などによる生理的なスト
レスの欠如が術後における移植された骨の吸収を招
いていると述べているものもある２５，２６）。つまり，犬
歯が顎裂部骨移植術時に埋伏していたとしても完全
に骨内に存在すると萌出までに時間がかかり，加え
てその間に生理的なストレスの欠如があると移植骨
の骨吸収が起こると考えられる。今回は，これまで
顎裂部の骨形成に関与する因子（術前の犬歯の位置，
犬歯の長さ，手術年齢，顎裂の幅）を説明変数とし
て解析した。その結果，犬歯の長さと犬歯の位置は
相関性を強く認めたが，多変量解析では犬歯の位置
のみが顎裂部の骨形成割合と独立して相関性を示し
た。これは，術前の犬歯位置から手術時期の決定が
行えることを示唆していると思われる。未だに CT
画像検査により顎裂部骨移植の手術時期決定まで
フィードバックされた研究も見られない。術前犬歯

表３ 各因子の相関関係を解析（Pearson の積率相関係数）

骨形成量
の割合

埋伏した
犬歯の位置 犬歯の長さ 骨移植年齢 顎裂の

最少の距離

骨形成量の割合 １．０００ ― ― ― ―
埋伏した犬歯の位置 －０．７６６＊＊ １．０００ ― ― ―
犬歯の長さ ０．６８１＊ －０．８３７＊＊ １．０００ ― ―
骨移植年齢 ０．２６１ －０．３５１ ０．６５７＊ １．０００ ―
顎裂の最少の距離 －０．２４８ ０．３１０ －０．３３８ －０．３２３ １．０００

＊p＜０．０５ ＊＊p＜０．０１
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位置と手術年齢が低い相関関係にあったことと併せ
て考えると，顎裂部に良好な骨形成を得る最適な時
期は，年齢ではなく隣接する犬歯などを参考として
手術計画を立てるべきであろう。また，術前の犬歯
の位置が歯槽骨面に近接しているほうが骨形成量に
良好である所見を認めることから，犬歯の萌出によ
る生理的ストレスが骨形成に密接に関係していると
思われる。以上のことから，手術時期は，犬歯が歯
肉より萌出する直前が好ましいと考える。
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