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は じ め に

「形あるところに働きあり」と，形態と機能の

関連について述べた言葉があるが，顎骨の機能，

特に力学的特性を解明していく上で，その形態を

正確に把握することは重要と考えられる。しか

し，従来の骨の形態学的研究は研磨標本や樹脂包

埋後に薄切した切片を観察する２次元的観察が主

であった。薄切切片による観察では，切断面から

の一方向からしか試料を観察できないため，立体

的なイメージを把握し難い上，貴重な標本を破壊

しなければいけない欠点があった。

これらの欠点を克服するには，CT による撮影

と画像処理による立体構築をおこなうことが一般

的であるが，臨床で用いられるＸ線 CT はスライ

ス断面の幅が１mm ほどであり，方向によって構

造の方向性が異なる異方性を持つ顎骨内部の複雑

微細な骨梁構造を正確に捉えるには不適であっ

た。一方で，整形外科領域の基礎的研究では Micro

―CT を用いた骨形態計測の研究が盛んにおこな

われている１）～５）。そこで，顎骨の内部構造を非破

壊的に，任意の複数の視点から，立体的に観察・

解析することを目的として Micro―CT 装置を用

いて顎骨形態の３次元立体構築を行った６）～８）。本

報告では，�Micro―CT の装置と撮影について，

�顎骨の内部構造を立体的に構築し観察した例，

�画像処理の問題点と解析への応用について述べ

る。

Micro―CT の装置

１）装置

Micro―CT とは非常に微小な焦点のＸ線発生装

置を有する断層撮影装置の俗称である。この装置

は主にＸ線発生装置（管球），試料ステージ，検出

器の３つの部分よりなる（図１）。

Ｘ線発生装置（図２－左）は焦点 target に電子
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図１ Micro―CT 装置の構成
管球，試料ステージ，検出器（I. I. と CCD）よ

りなる。

図２ Ｘ線発生装置（左）と検出器（右）
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線を照射することによりＸ線を発生させる部分で

あるが，焦点のサイズが非常に小さいことが

Micro―CT の特徴である。通常の歯科用 X 線撮

影装置の焦点サイズが，１×１mm 程度であるの

に対し，この装置の焦点サイズは６×８µm であ

る。Ｘ線発生装置の焦点サイズが小さい（micro fo-

cus）ことが，Micro―CT と言う名前の由来になっ

ている。一般に焦点から発し，試料を通過したＸ

線は投影された際に焦点の大きさに応じた半影と

いわれるボケを生じる。Micro―CT は焦点のサイ

ズが非常に小さいため投影面でのボケが小さく，

精細で解像度の高い画像が得られる（図３）。これ

は，普通の光学カメラで絞りを絞るほど被写界深

度が深くなる（ピントの合いが良くなる）ことと似

ている。性能は管電圧２０kV～８０kV，電流０µA

～１００µA である。焦点サイズが小さいため，管

電圧を上げると焼き付く恐れがあり，臨床で用い

られるＸ線撮影装置のような大きな出力は期待で

きないのが欠点である。

試料ステージは，試料を載せてステッピング

モータにより回転する台であり，ヒト下顎骨をそ

のまま置ける大きさを持つ。臨床用の CT では被

験者の周囲をリング状の機械が回転するタイプが

あるが，この Micro―CT では試料ステージが回

転することによりＸ線の照射方向が変化する。ま

た，Ｘ線照射軸上を移動して撮影倍率を決定する

とともに，撮影中は撮影ステップ毎に断続的に回

転する。正確な画像の再構成のためには，ステー

ジの回転軸にブレのないことが重要である。

検出器（図２－右）はＸ線フィルムに相当する部

分である。透過 X 線を可視光線に変換するため

の４inch イメージインテンシファイア image

intensifier と可視光線をデジタルの画像データと

して出力するための１inch CCD カメラよりな

る。検出器の種類には受光部が横一列に並んだラ

インセンサタイプのものもあるが，この検出器は

１０２４×１０２４画像の面で受光する。情報量がデジタ

ルスチルカメラでよく使われるスペックに例える

と約１００万画素に相当する。

２）撮影ステップ

撮影から３次元画像の構築までを，ブロック状

に切断した下顎体の一部を試料として撮影した場

合を例に説明する。

� 撮影

ステージに試料を固定したのち，撮影操作を開

始すると，１ステップ毎にステージが回転しなが

ら撮影がおこなわれていく。このときに取り込ま

れる画像データの集まりはプロジェクションデー

タと呼ばれ，撮影時のＸ線照射軸に対する角度情

報が含まれた単純Ｘ線撮影画像が撮影ステップの

数だけ集まったものと考えられる（図４）。

もし，Ｘ線の線源が無限に遠く，太陽光のよう

に平行な光線であるならば，試料に１８０°の回転を

与えれば，画像の再構成に必要なデータは集ま

る。しかし，コーンビームとして照射される場合

図３ 焦点サイズと解像度
焦点サイズが小さいほど半影が小さくなり，撮

影像の解像度が上がる。
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には，１８０度だけの回転ではその照射角に相当す

る分だけ情報が不足するので，当装置では余裕を

持って試料ステージを３６０°回転させ，５００ステッ

プの撮影をおこなっている。すなわち，一試料の

撮影が終了すると，５００枚の撮影画像を含むプロ

ジェクションデータが生成されることになる。

� ２次元スライス画像の作成（画像の再構成）

プロジェクションデータから画像を再構築する

方法にはいくつかの方法があるが，当装置では

フィルタードバックプロジェクション Filtered

backprojection という方法を用いた簡易型多断層

面構築ソフト（MultiBP，イメージスクリプト）を

使用している。

このようにして再構成された画像は，水平断面

を表した２次元のスライス画像である（図５－

上）。一試料に対して再構成される２次元スライ

ス画像の枚数は，最大で検出器の縦の画素数に相

当する１，０２４枚である。しかし，上方および下方

でＸ線の照射軸から離れるに従って画像の歪みが

大きくなるため，できる限り上下的中央付近に構

築対象となる投影画像を納めることが望ましい。

そのため通常では，中央付近の５００～６００枚分を構

築している。これらの再構築された２次元スライ

ス画像は，TIFF 形式の画像ファイルで出力され

るので，グラフィックを扱える汎用のソフトを用

いて一枚一枚の画像を見ることができる。

� ３次元構築画像の作成（画像の立体構築）

数百枚の２次元スライス画像のデータセットは

３次元再構築用の画像ソフト（VoxBlast，イメー

ジ＆メジャーメント）を用いてボリュームレンダ

リング Volume Rendering により立体的に構築さ

れる（図５－下）。ボリュームレンダリングは立体

の内部のデータを保持している点が，物体表面の

境界線を連ねて立体を構築するサーフェイスレン

ダリングと異なる。これにより，任意の断面を設

定した際にその切り口に内部構造が現れるのであ

る。

顎骨の構築例

東京歯科大学解剖学教室所蔵の乾燥成人下顎骨

から，健全な歯列を有し肉眼的に骨疾患等が認め

られない有歯顎と，全ての歯を喪失してから相当

期間が経過し歯槽部の吸収が顕著な無歯顎を選定

し試料とした。

図４ raw データのイメージ
角度情報の含まれた撮影画像の集まりがプロ

ジェクションデータである。

図５ スライス画像（上）と立体構築像（下）プロジェク
ションデータを基に再構成したものがスライス
データであり，スライスデータを積み重ねたもの
が立体構築像である。
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１）有歯顎下顎骨

樹脂包埋後の薄切切片から再構築する方法と比

較すると，切り代のない正確な骨梁像を得ること

ができた。また，一般の臨床で用いられる CT 装

置と比較すると，解像度の高い明瞭な骨梁像を得

ることができた。

この立体構築像に任意の断面 cutting plane を

設定して，任意の複数の視点から内部の骨梁構造

を観察した。

有歯顎下顎骨の右側小臼歯部を立体構築して外

前方に視点を置いたのち，頬舌的にカット面を設

定してブロック状にしたもの（図６－左）および，

そのブロックにさらに近遠心的なカット面を設定

したもの（図６－右）を示す。近心から内部構造を

観察すると，歯槽部には比較的しっかりとした板

状 plate type の骨梁が頬舌側の皮質骨を補強す

るように密に走行している。また頬側から観察す

ると，根間中隔部では歯槽を籠状に取り囲むよう

に板状の骨梁が多数観察された。下顎管周囲およ

びそれより下方の基底部における骨梁は比較的疎

であった。また，下顎管の壁は上方では比較的空

孔に富み，下方は比較的厚いことなども観察され

た。

また，第一大臼歯付近を近遠心方向に２つのブ

ロック状に立体構築し，各々に水平的な断面を設

定して観察した（図７）。こられの画像から，一断

面からのみ観察すると上下方向に走行するように

見える骨梁が，実際には近遠心方向に走行する板

状の骨梁である事がわかる。

２）無歯顎下顎骨

無歯顎下顎骨について大臼歯部に相当する部位

を立体構築し，近遠心方向に断面を設定して頬側

から見た像，および水平断面を設定した像を並べ

た（図８）。歯牙喪失後相当期間が経過していると

思われる無歯顎では，有歯顎と比較すると歯槽部

がほぼ吸収され，歯槽頂部にもやや厚みのある皮

質骨が形成されており，下顎管の周囲や下方の基

� �

図７ 有歯顎下顎体の立体構築像２
第一大臼歯部（左）とその近心部（右）に水平断面

を設定した像。
矢印：下顎管

�

�

図６ 有歯顎下顎体の立体構築像１
ブロック状に再構築した像（左）とさらに近遠心

方向にも切断面を設定した像（右）。
矢印および破線：下顎管

図８ 無歯顎下顎体の立体構築像
第一大臼歯部相当部を近心（左）と頬側（中）より

観察した像および水平断面を設定した像。
矢印と破線：下顎管
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底部付近には細くて不規則な棒状 rod type の骨

梁が形成されている像が観察された。下顎管の下

顎底からの距離は有歯顎と比較して大きな変化が

無いため，歯槽頂の直下に位置している様子がみ

られた。

有歯顎と比較すると，板状の骨梁は消失し棒状

の不規則な骨梁になっている様子が観察された。

これまでの２次元的な観察では骨梁の断面は点状

あるいは棒状に観察されるのみであり，骨梁の形

態を考える際に棒状のものをイメージしがちで

あった。しかし，実際には棒状から板状を呈する

ものまで多様な形態が存在し，それらは遊離する

ことなくどこかの部位で周囲の骨梁や皮質骨と結

ばれている事を改めて認識させられた。

３）有歯顎下顎頭

有歯顎下顎頭を立体構築し，同一部位を異なる

断面から観察した像を示す（図９）。水平断面を観

察すると，下顎頭周囲の皮質骨は翼突筋窩や下顎

切痕への稜線に続く前方部で厚く，それ以外の部

位では薄い事がわかる。内部構造は，前後方向に

走る比較的しっかりとした骨梁が平行に並び，翼

突筋窩付近では太さを増している。前頭断面を観

察すると水平断面から見た骨梁は板状の形態を呈

し，その断面が上下方向に走行していることがわ

かる。また，矢状断面では板状の骨梁が削がれる

ように切断され鱗状の形態を示している。このよ

うに，複数の視点から観察することにより，従来

の２次元的観察では困難であった立体的なイメー

ジの把握が可能となった。

画像処理上の問題点と解析への応用

骨形態計測を行う上で，Ｘ線マイクロ CT はた

いへん優れた撮影装置であり，そこから得られる

データは従来の一方向からの単純Ｘ線撮影では得

られなかった多くの情報を含んでいる。しかし，

その画像データはコンピュータが raw データを

基に計算した結果として得られた２５６段階の陰影

画像であり，種々のノイズを含んでいる。ここか

ら骨の形態を抽出するためには，どこかのレベル

で硬組織とそうでない部分を分ける境界線を引か

なければならない。この境界レベルを闘値 thresh-

old というが，闘値を上げると本来硬組織である

部分が欠落してしまい，闘値を下げると本来硬組

織ではないノイズなどが硬組織として認識されて

しまう。しかし，誰もが納得できる合理的な闘値

の設定方法はなく，撮影装置ごとの特性を踏まえ

て，種々の文献や経験を基に個々の研究者が独自

の判断で決定しているのが現状である。

本研究では，３次元的な構築をおこない，構築

された立体画像を観察することを目的としたが，

科学的かつ普遍的な知見を得るためには，単なる

定性的な形態観察に留まらず，解析プログラムに

よる定量的な解析が不可欠である。しかし，２次

元的観察において骨量の割合や骨梁の数などを計

測するための種々のアルゴリズムが確立されてい

るが，３次元的な骨形態の評価項目や定義につい

ては必ずしも確立されているとは言えない。同じ

骨量を示す骨でも，板状や棒状などの骨梁形態や

方向性が大きく異なることがあり，それらを含め

た構造を的確に評価するための指標が求められて

いる。

�

図９ 有歯顎下顎頭の立体構造物
水平断面（左）前頭断面（中）および矢状断面

（右）。同一部位を複数の視点から観察することで
構造の把握が容易になる。

矢印：翼突筋窩
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本研究の成果を踏まえ，上記の問題を解決すべ

き検討課題とし，今後はさらに発展させて定量的

な骨形態計測を進めていきたい。

本稿は平成９年度東京歯科大学学長奨励研究報告と
して，第２６５回東京歯科大学学会総会（平成１１年１１月７
日，千葉）において発表した。
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