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は じ め に

歯科矯正診断において顎顔面頭蓋の形態的分析

は，セファロ分析法が主に用いられている。頭部

Ｘ線規格写真法は，１９３１年Broadbent１），Hofrath２）

により発表され，規格化された撮影条件で頭部を

常に一定の条件で固定して撮影を行った。開発当

初は頭蓋の経時的な成長発育変化を評価するもの

であったが，頭蓋の形態的な特徴を把握するため

にも用いられるようになり，人種の違いによる顎

顔面頭蓋の特徴も研究できるようになった。現在

では，顎顔面の形態分析，成長評価，治療計画立

案，治療経過，治療結果の評価に広く使用されて

いる。このように矯正分野における研究，治療に

おいてセファロ分析法は大きな功績を残してき

た。しかし近年歯科矯正治療において，先天性異

常や顔面非対称症例など症例が多様化してきてお

り，このような症例を扱う場合，２次元的なセ

ファロ分析法では立体的な顎顔面の形態把握，治

療予測に限界が生じる。また近年の医療用コン

ピュータ技術の発達により，歯科分野において３

次元画像が広く応用されるようになった。当講座

においても３次元CT構築画像（３Ｄ－CTと略

す）を応用した，３次元的な形態分析法，矯正な

らびに外科的矯正治療予測の研究を数年前から

行っている。本稿では従来のセファロ分析の特徴

と著者らの考案した３Ｄ－CTを用いた３次元的

分析，治療予測法について紹介したい。

１．セファロ分析法

現在多くのセファロ分析法が発表されており，

日常臨床では診断と治療方針の目的にあわせて分

析法を選択している。そこで当教室で用いられて

いる主な分析法についてその特徴を述べる。

１）Downs－Northwestern 法（図１）
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１９４８年 にDowns３）が Downs 法，１９５２年 にRie-

del４）が Northwestern 法のセファロ分析法を発表

した。これらはフランクフルト平面，SN平面を

基準とし骨格の形態，歯牙の位置を分析する。こ

れらにより，顎顔面形態が定量的に分析できるよ

うになった。現在世界中で最も使用されているセ

ファロ分析法であり，矯正学の研究分野において

多くの業績を残し，治療分野においては形態分析

の精度を高めることが可能となった。

２）Tweed 法（図２）

１９５４年にTweed５）は，Tweed 分 析を発表 し

た。これはセファロ上のフランクフルト平面，下

顎下縁平面，下顎前歯歯軸よりなるTweed 三角

を参考に，治療目標となる理想的な下顎前歯の歯

軸傾斜を決定する。これに診断用模型で計測した

アーチレングスディスクレパンシーを組み合わせ

ることにより，抜歯治療あるいは非抜歯治療の判

定を行う分析である。この分析によりセファロ写

真が，形態の分析にとどまらず治療目標の設定ま

で利用可能となった。

３）Ricketts 法（図３）

１９５７年Ricketts６）は，セファロによる成長分析

から顎顔面の成長中心が正円孔付近にあるとし，

Basion－Nasion 平面を基準とした顎顔面成長の

概念を取り入れた分析法を発表した。さらに顎顔

面の形態と固定源の評価，矯正期間中に生じる顎

顔面，頭蓋の成長方向や成長量，顎顔面に対する

適切な前歯の位置関係，矯正装置による顔面頭蓋

の変化，抜歯非抜歯の判定，歯牙の移動限界，軟

組織の治療による変化などを考慮に入れた治療目

標設定法（Visual TreatmentObjectives : VTO）

を考案し，この治療目標に基づきシステム化した

治療法Bioprogressive therapy を発表した。

このようにセファロ分析は形態分析にとどまら

ず，治療計画立案においても重要な役割を果たす

ようになった。しかしセファロ撮影の規格上セ

ファロ写真は拡大された画像であり，その拡大率

も側貌の場合顔面左右で異なる。また２次元投影

像であるため，角度計測値，距離計測値，比率計

測値ともかならずしも顔面の形態を反映していな

い。このため顎骨形態の３次元的な異常，非対称

を伴う顎変形症の形態については，正確な把握は

不可能である。このため３次元画像による形態分

析の必要性が生じてきた。

図２ Tweed 分析法 図３ Ricketts 分析法とVTO
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２．３Ｄ画像

１）３Ｄ－CT（図４）

顎顔面硬組織の３次元形態を再現する方法とし

て，３Ｄ－CTが主に使用される。１９８４年にMarsh

と Vannier７）が顎顔面硬組織の形態把握に３Ｄ－

CTを応用して以来，顔面変形症の診断，治療計

画において広く用いられるようになってきた。ま

た従来のCTに比較して高速に撮影できるスパイ

ラルCTの登場により，高精度で鮮明な３Ｄ－CT

が得られるようになった。３Ｄ－CTは顎顔面硬

組織の立体的な形状を視覚的に把握できることが

大きな利点である。また顎顔面の外形を直線で表

したスケレトグラムが報告されているが８），矯正

医にとってなじみのあるセファロ分析に使用され

る平面はあまり用いていない。そしてセファロ分

析のような定量的計測法の報告はなく，３Ｄ－CT

の形態分析への応用はいまだ十分に行われていな

い。

２）３Ｄ－CT分析（図５）

筆者らは３Ｄ－CT分析を行うために，３Ｄ－

CT上にセファロ分析で用いられる基準点，基準

線，基準平面を設定し，これらを顔面の代表線と

して顔面のフレームを作成した。これにより顔面

形態のパターン認識が容易となり，各基準平面の

相対的な位置関係より顔面非対称者の顎変形や顎

偏位が上顎，咬合平面，下顎のどの部位に起因し

ているのかが評価可能となった。さらに基準線を

用い角度計測部位，距離計測が可能となり，将来

における顎顔面の３次元定量的分析の可能性が高

まった。

しかし，３Ｄ－CTは分解能の大きさ，金属補

綴物，矯正用器具によるアーチファクト，閾値の

違いによるパーシャルボリューム効果などにより

歯牙部分の精度の高い再現性は望めない。また，

顔面軟組織の情報はこれには含まれない。そこで

歯列部分，顔面軟組織部分の精度の高い形態情報

図４ ３Ｄ－CT

図５ ３Ｄ－CT分析

１０ 西井，他：グローバル化する歯科矯正治療
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が必要となる。

３）３Ｄ歯列表面画像（図６）

歯列部分の精度の高い３次元的形態情報は，接

触型あるいは非接触型形状計測装置でデジタイジ

ングすることにより得られる。接触型形状計測装

置は，計測精度が高いが計測時間が長いという欠

点がある。一方近年，非接触型形状計測装置の計

測精度が向上し，計測時間が短いという利点もあ

り，歯列模型の３次元的計測に用いられるように

なってきた。そこで著者らは，診断用模型を非接

触型形状計測装置で表面形状のデジタイジングを

行い，３Ｄ歯列表面画像を作成した。この３Ｄ歯

列表面画像の計測精度は約１００µであり，３次元
的な模型計測にも応用可能である。これにより３

次元的な歯牙，歯列計測が可能となった。

しかし，この３Ｄ歯列表面画像は診断用模型単

独の座標情報しかないため，顎骨と歯列の３次元

的位置関係は計測できない。

４）３Ｄ顔面画像（図７）

顔面の３次元的形態の情報は，３Ｄ－CTと３

次元非接触型形状計測装置から得られる。３次元

非接触型形状計測装置は３Ｄ－CTに比較して計

測時間が短く，立位により計測が可能である。顔

面軟組織は体位により変化するため，人の平時の

状態である立位の顔面軟組織が再現できる利点が

ある。そこで３次元非接触型形状計測装置にて顔

面形状のデジタイジングを行い，３Ｄ歯列表面画

像を作成した。この３Ｄ歯列表面画像の計測精度

は約１mmであり，３次元的な顔面計測に応用可

能である。

この画像もまた顔面単独の情報であるため，歯

列，顎骨との相対的位置関係の計測は不可能であ

る。

５）３Ｄ－CT，３Ｄ歯列画像，３Ｄ顔面画像の

統合（３Ｄ顎顔面統合画像）（図８）

３Ｄ－CTの欠点を解消し，顎骨，歯列，顔面

の３次元的位置関係を把握するために，著者らは

３Ｄ－CT，３Ｄ歯列画像，３Ｄ顔面画像の統合

システムの開発を行った９）。方法として顎顔面部

のCT撮影，顔面および歯列模型をデジタイジン

グする際，マーカー球を付着させ，各画像に読み

込まれたマーカー球を基準としてモデリングソフ

トウエア上で画像合成を行う。異種モダリティー

の合成は，３Ｄ－CTから作成された顎顔面実体

模型への歯列模型の合成が報告されているが，こ

の場合歯列の位置づけは手作業で行われるため誤

差がつきまとう。著者らが開発した統合方法は，

自動的に合成が行われるためマニュアル操作によ

る誤差がなく，再現精度の高い統合画像の作成が

可能である。

この３Ｄ顎顔面統合画像は，精度の高い歯列お

よび顔面の３次元座標情報を持っているため，顎

骨，歯列，顔面の３次元的位置関係が把握でき，

より正確な診断，治療予測への応用が可能となる。

図６ ３Ｄ歯列画像 図７ ３Ｄ顔面画像
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３．３Ｄ顎顔面統合画像の治療予測への応用

１）３Ｄセットアップシミュレーション（図９）

３次元的な矯正治療予測法として有名なもの

は，診断用模型セットアップ法がある。この方法

は，診断用模型を１歯ごと分割して治療目標の状

態に再排列することにより，歯牙の移動を３次元

的にシミュレーションする方法である。これによ

り３次元的な治療予測が可能となるが，その作業

は煩雑であり，また各歯牙の３次元的な歯牙移動

の設定，移動距離の計測は正確には行えない。そ

こで，デジタイジングにより得られた３Ｄ歯列画

像を３次元矯正診断支援ソフトウエアにて画像上

でセットアップシミュレーションを行うことによ

り，３次元的な治療予測が可能となる。これによ

り，２次元VTOでは予測困難な，左右大臼歯の

移動量の予測，拡大およびスピー彎曲がアーチレ

ングスに及ぼす影響，アーチフォームの違いによ

る前歯の位置への影響，アンテリアーレシオが前

歯被蓋に与える影響，歯牙の移動限界などが予測

できる。また画像シミュレーションの利点として

セットアップの煩雑性が解消でき，反復的なセッ

トアップが可能になり，３次元的な移動距離も正

確に計測できる。

しかしこの画像は，診断用模型をデジタイジン

グして得られているため，顎顔面に対する歯列の

３次元的位置関係の把握が不可能であるため，こ

の画像単体では顎骨に対する歯牙の治療目標は設

定できない。このためセファロによるVTOで前

歯の治療目標位置を設定し，これを３次元セット

アップ画像上にトランスレーションしてからシ

ミュレーションを行わなければならず，３Ｄセッ

トアップシミュレーションは，３次元画像の利点

を十分に発揮できているとは言い難い。

２）３Ｄ矯正治療シミュレーション（図１０）

３Ｄセットアップシミュレーションの欠点を解

消するために，歯牙と顎顔面の３次元的位置関係

が把握可能な３Ｄ顎顔面統合画像の歯牙部分の

図９ ３Ｄセットアップシミュレーション

ｂ

ａ

図１０ ３Ｄ矯正治療シミュレーション

ａ．矯正治療シミュレーション
ｂ．治療予測と術前歯列の重ね合わせ

１２ 西井，他：グローバル化する歯科矯正治療
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図８ ３Ｄ顎顔面統合画像

ａ．３Ｄ－ＣＴ
ｂ．３Ｄ顔面画像
ｃ．３Ｄ歯列画像
ｄ．３Ｄ顎顔面統合画像

図１１ ３Ｄ外科的矯正治療シミュレーション

ａ．３Ｄ顎顔面統合画像
ｂ．３Ｄ術前矯正治療シミュレーション
ｃ．３Ｄ顎矯正手術シミュレーション
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セットアップシミュレーションを行った。これに

より顎顔面に対する歯牙の位置関係を考慮にいれ

た３Ｄ画像矯正治療シミュレーションが可能と

なった。この方法は，複雑な顎変形症患者や唇顎

口蓋裂患者のように顎骨形態の不調和とともに歯

列の３次元的な位置異常があり，治療予測が困難

な場合に有効である。

これにより２次元VTOを併用せずに顎顔面３

Ｄ統合画像上で顎顔面を基準とした歯牙移動の３

次元的な治療目標位置が設定できるようになり，

精度の高い治療計画の立案が可能となった。

３）３Ｄ外科的矯正治療シミュレーション（図１１）

この３Ｄ画像矯正治療シミュレーションは外科

的矯正治療の予測にも応用可能であり，特に３次

元的な変形が大きい顔面非対称症例に有効であ

る。方法としては，まず患者の顎顔面３Ｄ統合画

像を作成し，前述の方法と同様に顎顔面骨との位

置関係を考慮に入れ，術前矯正治療の３次元シ

ミュレーションを行う。これにより３次元的な術

前矯正治療の予測が可能となる。次に，この術前

矯正治療シミュレーション画像から３Ｄ顎矯正手

術シミュレーションを行う。３Ｄ－CTを利用し

た顎矯正手術シミュレーションついては多数の報

告があり，臨床でもその有効性が確認されてい

る１０）。一般に３Ｄ－CTを利用した３Ｄ顎矯正手

術シミュレーションを行える時期は，術前矯正治

療が終了した時点であり，このため初診時には２

次元的VTOで外科的矯正治療予測を行ってい

た。

しかし，術前矯正治療のシミュレーションが行

える当法により，初診時より精度の高い外科的矯

正治療予測が可能となった。とくに顎変形症者は

顎骨が３次元的な変異を示しており，初診時の診

断および治療計画が，治療結果や予後に大きな影

響を与える。そのため，診断の精度がそのまま治

療結果に反映すると言っても良い。今回の３次元

的分析，治療予測法は，診断精度の向上ひいては

治療の質の向上につながると考えられ，患者の恩

恵に大きく寄与することが期待できる。

お わ り に

当講座における３Ｄ画像診断，シミュレーショ

ン研究およびその応用について述べてきたが，今

後３次元画像に顎運動情報を加えることにより，

形態分析だけでなく機能的分析を行う研究も始め

ている１１）。これらの研究は，現段階での臨床応用

には多少の煩雑さが伴うが，今日のコンピュータ

画像技術の進歩を考えると，３次元分析が日常化

するのはそう遠い将来ではないと考えられる。し

かし従来の２次元分析のデータの蓄積，被爆量の

問題または２次元分析の理解の容易さから，しば

らくは２つの分析が並立していくものと思われ

る。この並立の方向を示すものとして，現在２次

元的なセファロ写真から３次元的な立体像を構築

する方法が報告されており１２），また逆に３Ｄ－CT

より２次元的なセファロ像，パノラマ像を作成す

ることも可能である。今後CT撮影装置の被爆量

やコストの問題が解決し，３次元分析のシステム

環境が整えば，セファロ撮影の必要性は減少し

CT撮影だけで形態分析が行われる日が来ると想

像される。しかし，計測機器，診断環境が整備さ

れる程情報量が増え，必要のない情報に振り回さ

れやすくなる。そのためには，術者の診断能力や

臨床に対する姿勢がより一層重要視されるであろ

う。
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