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緒 言

矯正歯科臨床における画像検査法として，従来

からX線セファログラムが臨床応用１）されてき

た。セファログラムによる画像は二次元の平面で

あり，種々の構造物が重複して像が不明瞭となっ

たり２），部位によって拡大量が異なる３）などの欠点

が存在する。また，セファログラムを組み合わせ

て，三次元構造をより詳細に把握する試みもなさ

れている４～１０）が，手技が煩雑であったり，撮影時

の頭位のずれで，再現性に問題があるという報

告１１～１２）もある。近年発達してきたX線コンピュー

タ断層（computed tomography：以下X線 CT）

法は，顎顔面形態の正確な三次元表示が可能であ

り，セファログラムの欠点を克服すると期待され

ている。X線 CTで撮影した実体は，X線不透過

度を数値化したCT値の集合であり，距離計測を

行うためには何らかの方法でデータを可視化する

必要がある。三次元分析を行う場合，更に可視化

したデータ上に計測点を設定しなければならな

い。コンピュータを用いるCT値の可視化法は，

任意断面で不透過度を表示する多断面再構成（mul-

tiplanar reconstruction；MPR）表示法と，コン

ピュータ内に三次元の立体モデルを作り出す三次

元構築法の２つが代表的なものである。MPR表

示法は，X線 CT撮影で得られた情報を欠落する

ことなく可視化できる長所を有し，顎顔面頭蓋骨

の複雑な内部構造を詳細に観察可能である。一

方，３Dサーフェスモデル法は，三次元立体モデ

ルをコンピュータ内に構築する手法である。観察

対象全体の形態を一視野で表示可能であり，計測

者にとって形態の把握が直感的に行える点で，MPR

表示法より優れている。本来ならば両可視化法は

用途が異なっているが，従来のX線 CTを用い
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抄 録：本研究は，X線 CT可視化法の相違が，距離計測値の安定度に与える影響の評価を目的と
した。X線 CTデータ可視化法の代表的な二方法であるMPR表示法と三次元構築法において，１３
項目の距離計測項目を設定し，計測値の安定度を計測項目ごとに比較した。計測項目別に検討する
と，両表示法で距離計測値差の表れ方に違いがみられた。MPR表示法は，計測点として骨外耳孔
を選択した項目で距離計測値差が小さかった。３Dモデル法は，計測点として中切歯，大臼歯を選
択した項目で距離計測値差が小さかった。MPR表示法と３Dモデル法の双方において，オトガイ
孔と眼窩下孔を計測点として選択した項目では距離計測値差が小さく，骨縫合を選択した項目では
距離計測値差が大きかった。以上の結果から，計測項目の条件に適合した表示法を選択すること
が，より距離計測値の安定度を高くする目的に有効であることが考えられた。
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た三次元分析での使い分けは曖昧であった。さら

に，それぞれの可視化法において，距離計測の精

度を実測値と比較した報告１３），１４），１５）はあるが，同一

資料をもとに両者の安定度を計測項目ごとに比較

した報告はまだない。そこで本研究では，X線CT

を用いた三次元分析で重要となる距離計測項目に

ついて，表示法と計測値安定度の関係を明らかに

し，距離計測値安定度を高くする条件の解明を目

的とした。

対象および方法

１．被験者

対象は，東京歯科大学千葉病院矯正歯科に来院

した，顎顔面変形症患者であり，外科的矯正治療

の診断および治療方針の確立のためにX線 CT

撮影を行ったものである。被験者の年齢は１８～３１

歳，平均年齢２４歳９ヵ月であり，内訳は男性２

名，女性４名の計６名である（表１）。被験者は，

骨代謝に影響を及ぼす全身疾患，顔面骨骨折ある

いは矯正歯科治療の既往がない成人を選択した。

なお，被験者には研究の趣旨を充分に説明し，同

意を得てから資料採得した。

２．計測用モデル作成

X線 CT装 置（SOMATOM Plus４ Volume-

Zoom, Siemens, Germany）にて，被験者の正中矢

状平面および咬合平面が床面に対して垂直になる

ように頭部を固定し，中心咬合位でスパイラル撮

影を行った。撮影条件は，管電圧１２０kV，管電流

１３０mA，スキャン速度０．７５sec／回転，寝台移動

速度３mm／sec，コリメーション１mm×４列，

ガントリの傾斜角度０度とした。そして，再構成

スライス厚１．２５mm，再構成スライス間隔１．０mm

で連続スライス画像を得た。得られたすべてのス

ライス画像データをDICOM（Digital Imaging and

Communication in Medicine）形式で光磁気ディ

スクに出力し，当講座所有の IBM／PC AT互換

型パーソナルコンピュータと，東京歯科大学口腔

科学研究センター所有のグラフィックワークス

テーション（OCTANE, SiliconGraphics, Inc., U. S.

A.）にそれぞれ取り込んだ。IBM／PC AT互換型

パーソナルコンピュータでは，DICOMビューワ

ソフト（ExaVision Lite，ザイオソフトウェア，

東京）を使用し，スライス画像データよりMPR

像を作成した。ワークステーションでは，立体モ

デル作成ソフトウェア（MVOX，エルエイシステ

ムズ，栃木）を使用し，１００万個以上のポリゴンを

用いたサーフェスレンダリング形式の三次元構築

像（以下３Dサーフェスモデル）を作成した。

３．距離計測

従来よりセファロ分析で使われている計測点

と，人類学の頭蓋計測学１６），１７）で使われている解剖

学的特徴点を参考として，以下の計測点を定義し

た。

１）計測点：（図１，２）

� Na（Nasion）：鼻骨前頭縫合と鼻骨間縫合

の交点

� A点（Point A）：前鼻棘より歯槽突起に移

行する隆線の前後的最深点

� Pog（Pogonion）：下顎体オトガイ隆起の正

中最前点

� 頬骨前頭縫合：前方から観察した頬骨前頭

縫合の最前内側端の点

� 眼窩下孔：眼窩下孔最上縁点

� 外耳孔前縁：骨外耳孔開孔部の最前縁点

� オトガイ孔：オトガイ孔上縁の最前点

� U１：上顎中切歯唇側近心隅角の頂点

	 U６：上顎第一大臼歯近心頬側咬頭頂

２）計測項目：（図１，２）

上下方向成分として，６項目を選定した。

� Na－眼窩下孔

表１ 被験者の年齢

性別 年齢

症例１ 男性 ３１歳５ヵ月
症例２ 女性 ２５歳６ヵ月
症例３ 女性 １８歳５ヵ月
症例４ 女性 ２３歳６ヵ月
症例５ 女性 ２２歳１０ヵ月
症例６ 男性 ２６歳８ヵ月

平均年齢 ２４歳９ヵ月
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� Na－オトガイ孔

� 頬骨前頭縫合－眼窩下孔

� 頬骨前頭縫合－U６

� 頬骨前頭縫合－オトガイ孔

� 眼窩下孔－オトガイ孔

前後方向成分として，７項目を選定した。

� 外耳孔前縁－Na

� 外耳孔前縁－眼窩下孔

� 外耳孔前縁－A点

� 外耳孔前縁－U１

� 外耳孔前縁－U６

� 外耳孔前縁－オトガイ孔

� 外耳孔前縁－Pog

以上の計測項目の左右両側を，MPR像と３D

サーフェスモデルで各２回ずつ計測した。６人分

の資料について，左右両側を別の資料として１２側

を資料とした。

MPR像での計測時の基準平面は，左右外耳孔

上縁と左側眼窩下縁の３点を含む平面をフランク

フルト水平面とし，左右外耳孔上縁を結んだ直線

に垂直で，Naを通る平面を矢状平面とし，フラ

ンクフルト水平面と矢状平面に垂直でNaを通る

平面を前頭面と定義した。これらの基準平面に平

行な平面でスライス画像データをMPR像に再構

成した。距離計測には，DICOMビューワソフト

ExaVision Lite の計測機能を用いた。３Dサー

フェスモデルの距離計測は，ワークステーション

上で，点群処理ソフトウェア（Surfacer, Image-

ware, U. S. A.）の計測機能を用いて行った。２回

目の計測には，計測者の記憶による影響を排除す

るために，２週間以上の間隔を置いた。

３）実験結果の判定に用いた方法

各計測項目の１回目の計測値と２回目の計測値

における差の絶対値を求め，距離計測値差と定義

した。この距離計測値差の値が小さいほど，２回

の計測値の差が少なく計測され，距離計測値の安

定度が大きいと判定した。算出した距離計測値差

について，計測項目別にMPR表示法と３Dサー

フェスモデル法で比較検討した。両群の有意差の

判定にはウィルコクソン符号付き順位和検定（Wil-

coxon signed－ranks test）を用いて行った。統計

解析は，IBM PC／AT互換型パーソナルコン

ピュータ上で統計解析ソフトウェア（StatView for

Windows Version５．０SAS Institute, U. S. A.）を用

いて行った。

次に，それぞれの表示法において，各計測項目

の距離計測値差の値によって順位付けし，計測項

目の安定度を検討した。その際，実用範囲と考え

られる計測項目は距離計測値差の平均が１mm以

内のものとした。

結 果

１．距離計測値差の平均および同一計測項目間の

有意差（表２，表３）

MPR像と３Dサーフェスモデルの各計測項目

において，距離計測値差に有意差が存在したの

図１ 計測点と上下方向計測項目

図２ 計測点と前後方向計測項目

歯科学報 Vol．１０３，No．６（２００３） ４９９
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は，頬骨前頭縫合－オトガイ孔の１項目であり，

距離計測値差は３Dサーフェスモデルの方が小さ

かった。

上下方向項目のNa－眼窩下孔，頬骨前頭縫合

－眼窩下孔，頬骨前頭縫合－U６，眼窩下孔－オ

トガイ孔，および前後方向項目の外耳孔前縁－U

１，外耳孔前縁－U６，外耳孔前縁－オトガイ孔

の７項目については，有意差は認められなかった

が，MPR表示法より３Dサーフェスモデルの方

が距離計測値差は小さかった。

一方，上下方向項目のNa－オトガイ孔および

前後方向項目の外耳孔前縁－Na，外耳孔前縁－

眼窩下孔，外耳孔前縁－A点および外耳孔前縁

－Pog の５項目については，有意差は認められな

かったが，３DサーフェスモデルよりMPR像の

方が，距離計測値差は小さかった。

２．モデル内の安定度順位および距離計測値差の

分布（図３，４）

距離計測値差が１mm以内で，CTの画素分解

能から有効性が大きいと考えられる項目は，MPR

表示法では１０項目であった。そのうち上下方向項

目は，�眼窩下孔－オトガイ孔，�頬骨前頭縫合
－眼窩下孔，�Na－眼窩下孔，�Na－オトガイ
孔，�頬骨前頭縫合－オトガイ孔および�頬骨前
頭縫合－U６の６項目であった。前後方向項目

は，�外耳孔前縁－眼窩下孔，�外耳孔前縁－

表２ MPR法と３Dサーフェスモデルでの距離計測値差の平均値および２５－７５パーセンタイル値

MPR法 ３Dサーフェスモデル法

平均
２５－７５

パーセンタイル
平均

２５－７５
パーセンタイル

上下方向
計測項目

Na－眼窩下孔
Na－オトガイ孔
頬骨前頭縫合－眼窩下孔
頬骨前頭縫合－U６
頬骨前頭縫合－オトガイ孔
眼窩下孔－オトガイ孔

０．６６
０．６９
０．６０
０．９８
０．９７
０．５７

０．６４
０．９９
０．５９
０．６７
１．０３
０．５２

０．４４
１．０３
０．５７
０．８２
０．４２
０．４９

０．４５
０．６６
０．６９
１．１３
０．７１
０．７４

前後方向
計測項目

外耳孔前縁－Na
外耳孔前縁－眼窩下孔
外耳孔前縁－A点
外耳孔前縁－U１
外耳孔前縁－U６
外耳孔前縁－オトガイ孔
外耳孔前縁－Pog

０．７５
０．６７
０．７１
１．２４
２．０９
１．２１
０．６８

０．８６
０．６４
１．０６
１．０２
２．８１
０．８６
１．００

１．１２
０．９５
１．０８
０．７７
０．７６
１．１３
１．０４

１．２２
０．５７
１．００
１．１８
０．９４
０．８８
０．９１

０．９１ ０．８２

（n＝１２ 単位：mm）

表３ MPR法と３Dサーフェスモデル法の有意差検
定結果

p値

上下方向
計測項目

Na－眼窩下孔
Na－オトガイ孔
頬骨前頭縫合－眼窩下孔
頬骨前頭縫合－U６
頬骨前頭縫合－オトガイ孔
眼窩下孔－オトガイ孔

０．２４
０．２７
０．６９
０．５３
０．０３
０．５３

前後方向
計測項目

外耳孔前縁－Na
外耳孔前縁－眼窩下孔
外耳孔前縁－A点
外耳孔前縁－U１
外耳孔前縁－U６
外耳孔前縁－オトガイ孔
外耳孔前縁－Pog

０．９４
０．４８
０．８８
０．１８
０．０６
０．９４
０．４８

５００ 小林：X線 CT可視化法の距離計測値安定度
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Pog，�外耳孔前縁－A点および�外耳孔前縁－
Naの４項目であった。

３Dサーフェスモデルでは，距離計測値差が１

mm以下の計測項目は，８項目であった。そのう

ち上下方向項目は，�頬骨前頭縫合－オトガイ
孔，�Na－眼窩下孔，�眼窩下孔－オトガイ
孔，�頬骨前頭縫合－眼窩下孔および�頬骨前頭
縫合－U６の５項目であった。前後方向項目は，

�外耳孔前縁－U６，�外耳孔前縁－U１，�外
耳孔前縁－眼窩下孔の３項目であった。

両表示法ともに距離計測値差が小さいものは，

Na－眼窩下孔，眼窩下孔－オトガイ孔などで

あった。MPR表示法のみ小さいものは外耳孔前

縁－眼窩下孔，外耳孔前縁－A点であり，３D

サーフェスモデルのみで小さいものは外耳孔前縁

－U６，外耳孔前縁－U１であった。

図３ 各表示法での距離計測値差の平均

歯科学報 Vol．１０３，No．６（２００３） ５０１
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各計測項目における距離計測値差の分布は図４

に示した。

考 察

１．研究方法について

１）計測点と計測項目の選定について

本研究で設定した計測点は，頭蓋計測学とセ

ファロ分析で用いられている計測点１６），１７）を参考

に，骨表面で明瞭に観察可能な点を選択した。脳

頭蓋の前方基準点としてNa，後方基準として外

耳孔を選択し，左右基準点として頬骨前頭縫合を

選択した。上顎骨の前方位置の計測点としてA

点，下顎骨の前方位置の計測点として Pog を選

択した。顎骨の左右差の評価には，上顎は眼窩下

孔，下顎はオトガイ孔を選択した。歯列の位置評

価には，U１とU６を選択した。

オトガイ孔の開孔方向の加齢変化や，成長によ

る形態変化の影響については，被験者を成人に限

定することで，加齢変化の影響を排除した。セ

ファログラム上で下顎骨後縁と側頭骨の交点で決

定される計測点であるArticulare のような，二

次元X線像上で作図的方法によって決定される

計測点を三次元空間上に設定するのは適当ではな

いと考え，本研究では採用しなかった。また，Sella

のように周囲骨の空間上に設定される計測点も，

三次元では適切に決定する方法が無く，本研究で

は採用しなかった。

計測項目は，計測方向を上下方向，前後方向に

大別し，左右対称に設定した。本研究の目的は，

CTデータ可視化法の違いが，距離計測値に与え

る影響を評価することであるので，計測点の座標

値を算出して直接比較する方法も考えられる。し

図４ 各計測項目における距離計測値差の分布
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かし，計測点の座標値のみで安定度を比較するに

は基準点と基準軸の設定が別に必要となるので，

座標値による比較は行わなかった。角度計測項目

については，計測点が３点必要となり，３点で構

成される平面と基準平面との間に角度傾斜が生

じ，計測値の安定度に与える要素が複雑となるた

め，今回の検討の対象とはしなかった。これらの

理由により，計測点が２点で計測可能であり，か

つ実際に行われている形態分析に近似している距

離計測１３項目に限定した。また，これら１３項目は

今後のX線 CT画像解析に応用可能なものであ

る。

２）CTデータの可視化の手法について

本研究では，CTデータの可視化法として，MPR

表示法と３Dサーフェスモデル法を比較対象とし

た。MPR表示法は，軟組織も含めて欠落なく可

視化できる長所を有し，顎顔面頭蓋骨の内部構造

まで詳細に観察可能である。短所には，任意断面

の取り方により構造物の画像が大きく左右され，

距離計測値の安定度に悪影響を及ぼす点が挙げら

れる。断面方向の変化による悪影響を排除し，MPR

表示法で距離計測値の安定度の確保と個体間比較

を行うためには，任意断面の規格化が必要とな

る。槇１８）は，CT撮影時に断面を規格化して断層

面の再現性を確保する方法を報告しているが，MPR

表示法では，基準平面に基づいて任意断面を再構

成することで，断層面の再現性を得ることが可能

となる。本研究では，左右外耳孔上縁と左側眼窩

下縁からフランクフルト水平面を設定し，断層面

設定の基準とした。これにより，常に一定の断層

面が設定可能となった。MPR表示法は，デンタ

ルインプラントの術前検査など，骨の内部構造を

非侵襲的かつ正確に距離計測する場合に応用され

る。そのような用途では，計測値と実測値との対

応精度が問題となる。X線 CTより得たMPR画

像での距離計測値の精度に関して，骨に近いCT

値を有するプラスチック球を用いて実測値と比較

した実験では，実測値と比較して断層面に垂直な

方向で４～７％，断層面内で２～５％大きく計測

されたという報告１３）がある。このことから，撮影

条件や使用するソフトウェアによってはキャリブ

レーションが必要な場合も考えられる。

一方，３Dサーフェスモデル法は，観察対象全

体の外形を表示可能であり，計測者にとって形態

の把握が直感的に可能である。３Dサーフェスモ

デル法は，骨表面を明確に設定するので，骨表面

に計測点を設定する場合は，MPR表示法より距

離計測値の安定性に有利な面も考えられる。３D

サーフェスモデル法を顎顔面骨の観察に応用する

場合の短所としては，骨の微細な構造や，X線透

過度の小さい菲薄な骨が欠落してしまう点があ

る。これは３Dサーフェスモデルを構築する過程

で行われるCT値の二値化や，輪郭抽出の作業に

おいて，閾値以下のCT値が切り捨てられること

により起こる。CT値の閾値の設定値や輪郭抽出

の手法および特徴点の数は，３Dサーフェスモデ

ルの精度に大きく影響する。閾値の設定が不適切

な場合には，上顎骨眼窩下孔周囲の骨が菲薄な部

位に実際には存在しない孔がしばしば発生してし

まうので，注意が必要である。他に，３Dサー

フェスモデルにおいて計測点の設定を困難にさせ

る要素としては，MPR表示法と違ってアンダー

カットにより視野が妨げられる点が挙げられる。

アンダーカットの影響を排除したり，骨の内部構

造を観察するには，サーフェスモデルを切断する

作業が必要となる。以上の要素を考慮して偽孔や

アンダーカットが形成されにくい計測点を設定す

れば，３Dサーフェスモデルは距離計測値に高い

安定度を持たせることが可能だと考えられる。乾

燥頭蓋骨を用いて，コンピュータ立体モデルを作

成し，フィルム上で距離計測値を実測値と比較し

たところ，実測値より０．９％小さくなったという

報告１４）もある。このように，必ずしも実長を正確

に反映しているとは限らないが，計測値の安定性

が確保できれば形態分析の有用な手段となるであ

ろう。

X線 CTデータの各可視化法にはそれぞれ特徴

がある。MPR表示法は，任意断面により内部構

造を詳細に観察可能であるが，外形の把握が難し

く，観察者が経験を積まないと形態認識が困難で
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ある。一方３Dサーフェスモデル法は，微細な構

造は欠落し，内部構造の観察も困難であるが，外

形の把握が極めて容易である。両者を比較する

と，矯正治療において軟組織を含んだ外科を中心

とする治療を行う場合には，軟組織データを全て

包含するMPR表示法はやはり優位である。従

来，セファログラムを用いた矯正の評価は，頭蓋

内部の点も外部の点と同様に用いられてきた。三

次元分析において頭蓋外部の点のみならず内部の

点も評価に用いる場合，MPR表示法の優位性は

増大する。MPRの断面設定に明確な基準面を設

定し，可能な限りの情報を得ていくべきである。

しかし，外形の正確な把握のためには３Dサー

フェスモデル法を用い，骨表面の連続性を捉えな

がら情報を得ていくべきである。これら各可視化

法の特徴の違いは，距離計測値の安定度に影響を

及ぼすと考えられる。本研究で取り上げた二法

は，CTデータの可視化法を代表するものであ

り，比較対象として適切と考える。三次元構築像

には，サーフェスモデル法の他に立方体を積み上

げて形態を表現するボクセル法１９）や閾値に幅を持

たせるボリュームレンダリング法１９）もあるが，こ

れらも観察対象の形態を表面から観察する方法で

あり，硬組織上の解剖学的構造物の距離計測を行

う本研究の条件設定ではサーフェスモデル法と類

似した特徴を示すと考えられる。よって，それら

の代表として本研究では３Dサーフェスモデル法

を用いた。

２．測定結果について

MPR表示法と３Dサーフェスモデル法で距離

計測値差の平均に有意差を認めたのは１３項目中で

頬骨前頭縫合－オトガイ孔の１項目であり，３D

サーフェスモデル法の方が，距離計測値差の平均

は小さく，計測値の安定度が高かった。有意差は

検出されなかったが，３Dサーフェスモデル法が

MPR表示法と比較して距離計測値差の平均が小

さかった項目は，７項目であった。また，MPR

表示法の方が，３Dサーフェスモデルより距離計

測値差の平均が小さかった項目は，５項目であっ

た。

MPR表示法において距離計測値差の平均が最

も小さかったのは，上下方向項目の眼窩下孔－オ

トガイ孔の０．５７mmであった。

他にMPR表示法において１．０mm以下の距離

計測値差の平均を示した項目を列挙すると，順に

上下方向項目では頬骨前頭縫合－眼窩下孔，Na

－眼窩下孔，Na－オトガイ孔，頬骨前頭縫合－

オトガイ孔，頬骨前頭縫合－U６であり，前後方

向では外耳孔前縁－眼窩下孔，外耳孔前縁－

Pog，外耳孔前縁－A点および外耳孔前縁－Na

であった。眼窩下孔を含む計測項目が上位４項目

を占め，MPR表示法において，眼窩下孔を含ん

だ計測項目の距離計測値差の平均は小さいといえ

る。眼窩下孔は平滑な上顎骨前面に存在し，基準

平面であるフランクフルト水平面にほぼ垂直に位

置して明瞭に観察可能であり，上下方向，前後方

向ともMPR像で距離計測を行なうのに適してい

るのではないかと考えられる。また，オトガイ孔

を上下方向に計測した眼窩下孔－オトガイ孔やNa

－オトガイ孔などの計測項目は距離計測値差の平

均が小さかったが，前後方向に計測した外耳孔前

縁－オトガイ孔の距離計測値差の平均は大きかっ

た。これは，オトガイ孔が前後方向に開孔してお

り，解剖学的条件により前後的位置は上下方向に

比較すると不明瞭となり，前後方向の距離計測値

に悪影響を与えたものと考えられる。

MPR表示法において最も距離計測値差の平均

が大きかったものは，外耳孔前縁－U６の２．０９mm

であった。理由として，上下顎歯が嵌合している

大臼歯咬合面の複雑な形態を断面画像で１点にし

ぼって観察することの困難さが考えられる。特に

上顎第一大臼歯の近心頬側咬頭頂の近遠心的位置

は，遠心咬頭や近心の小臼歯辺縁隆線と隣接して

おり，はなはだ計測点の設定が困難である。口腔

内に金属製補綴物やメタルブラケットが存在する

場合，アーチファクトの影響により，更に観察が

困難となる。外耳孔前縁－U１もアーチファクト

によって，MPR表示法では距離計測値差の平均

が大きくなったと考えられる。

一方，３Dサーフェスモデルでの同項目は外耳
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孔前縁－U６で０．７６mm，外耳孔前縁－U１は０．７７

mmといずれも１．０mm以下であった。３Dサー

フェスモデルで距離計測値差の平均が小さかった

理由としては，歯冠外形が明瞭に観察可能であ

り，アーチファクトの除去が容易であることが考

えられる。

３Dサーフェスモデルで，最も距離計測値差の

平均が小さかった項目は，頬骨前頭縫合－オトガ

イ孔であった。他にNa－眼窩下孔，眼窩下孔－

オトガイ孔および頬骨前頭縫合－眼窩下孔をあわ

せた４項目はいずれも上下方向項目であり，特に

大きい距離計測値の安定性を示した。これらの計

測項目に含まれている眼窩下孔やオトガイ孔は平

滑な骨面上に存在し，明瞭に観察が可能であるこ

とから，MPR表示法と同様に大きい計測値の安

定度が得られたと考えられる。３Dサーフェスモ

デルにおいて最も距離計測値差の平均が大きかっ

た計測項目は，外耳孔前縁－オトガイ孔の１．１３mm

であった。他に１mm以上の距離計測値差の平均

を示した項目は外耳孔前縁－Na，外耳孔前縁－

A点，外耳孔前縁－Pog，Na－オトガイ孔の４

項目であり，５項目中の上位４項目に外耳孔前縁

が含まれていた。この結果より，外耳孔前縁を計

測点として前後方向に距離計測したものの安定度

は悪く，３Dサーフェスモデルで距離計測の点と

して外耳孔前縁を選択することは，距離計測値差

の平均が大きくなることが推測される。その原因

として，外耳孔前縁の位置を３Dサーフェスモデ

ルで指示することの困難さがあり，側頭部方向か

ら外耳孔前縁部を指示する際，わずかでも指示す

る点が遠心にずれると，外耳道の深部に計測点が

ずれてしまうので，距離計測値差の平均が大きく

なると考えられる。一方，MPR表示法では，指

定する点は必ず断層面内に存在するので，指定点

がわずかに前後にずれても，奥行き方向にずれる

ことはなく，距離計測値差の平均が大きくならな

かったと考えられる。更に３Dサーフェスモデル

では錐体鼓室裂下方の菲薄な骨板の辺縁を正確に

指示するのは困難であり，前方にずれる危険性も

考えられる。これは，３Dサーフェスモデルをよ

り精密に構築できれば改善可能と考えられるが，

本研究で用いた３Dサーフェスモデルでは，MPR

表示法と比較すると外耳孔前縁を含んだ計測項目

では，距離計測値の安定度は低いと言える。

以上の結果から，X線 CT可視化法の差異が距

離計測値の安定性に及ぼす影響について，次の傾

向が示された。

１）外耳孔前縁を計測点とした距離計測項目

は，３Dサーフェスモデルでは距離計測値差が大

きかったが，MPR表示法では小さかった。

外耳孔前縁部は骨が薄く，計測点設定時に前後

方向の安定度が悪いため，距離計測値に悪影響を

及ぼしている可能性が考えられた。

２）中切歯および嵌合している大臼歯を含んだ計

測項目は，MPR表示法では距離計測値差が大き

かった。

口腔内に補綴物やブラケットが存在する症例に

おいては，歯牙周辺の構造物はアーチファクトの

影響を受けやすい。また，嵌合している大臼歯は

複雑な断面像となり，計測者が形態を認識するの

が困難である。MPR表示法の断面画像上では，

アーチファクトと解剖学的構造物との判別が困難

なこともあり，計測点として歯牙を含んだ計測項

目の距離計測値差に悪影響を及ぼしていると考え

られる。一方，３Dサーフェスモデルは，断層面

のみではなく，歯冠外形が一視野で観察可能であ

るので，形態の把握が容易であり，アーチファク

トの判別も容易となる。したがって，MPR表示

法よりも３Dサーフェスモデル法の距離計測値差

が小さくなったと考えられる。

３）オトガイ孔や眼窩下孔を含んだ計測項目は，

MPR表示法でも３Dサーフェスモデルでも，距

離計測値差が小さかった。

平滑面に存在する孔は，形態が明瞭に観察可能

であり，閾値を適切に設定すれば偽孔などのアー

チファクトの影響も避けられるため，距離計測値

差が小さくなったと考えられる。しかし，オトガ

イ孔のように開孔方向が前後に長い解剖学的条件

で，前後方向に距離計測を行うと，距離計測値差

は大きかった。従って距離計測項目の計測方向
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は，距離計測値差に影響を及ぼすと考えられる。

４）骨縫合を含む計測項目は，MPR表示法と３

Dサーフェスモデルの双方で距離計測値差が大き

かった。

骨縫合は，周囲骨に対して単位体積あたりの骨

密度が低く，セファログラム上では明瞭な透過像

を呈する。セファログラムの像は，微細な骨縫合

の構造そのものが観察できなくても，X線入射方

向での骨密度が低ければ，フィルムに表れる骨縫

合線の像は明瞭となるため，像の再現性は高い。

一方，X線 CTは，一断面内での骨密度分布の像

となるため，骨縫合の形を表現するには画素分解

能が低く，観察が容易でない場合がある。従っ

て，孔のように明瞭に観察できる部位に比べる

と，骨縫合はX線 CTでは観察しにくくなり，

距離計測値差も大きくなると考えられる。

これらの測定結果から，距離計測値差に影響を

及ぼす因子については，計測点設定部位の解剖学

的条件，計測項目の設定方向，アーチファクトの

影響などが考えられる。

３．X線 CTの顎顔面形態分析への応用について

従来のセファログラムを用いる分析法は，形態

を定量的に分析し，治療目標を設定するための客

観的で有用な手段として矯正歯科臨床に利用され

ている。しかし，セファログラムには，像が拡大

し，かつ左右側骨部が平面として重複し，不明瞭

となる欠点がある。セファログラムのトレース

は，不明瞭な像から解剖学的構造物を術者の知識

と経験で補いながら抽出する作業であり，安定度

が高いとは言えない。より計測値の安定度が高く

なるように計測点を設定するには，三次元的に構

造物が記録されたX線 CTデータ上に解剖学的

計測点を設定する方が，像が明瞭で歪みも少なく

合理的である。X線 CTは，画素分解能ではセ

ファログラムに劣るが，構造物の重複がない点

で，計測値の安定性に関しては有利である。本研

究で使用したCT撮影データの画素の大きさは

０．４～０．５mmであり，この値が撮影装置の精度で

あると考えられる。X線 CTの空間分解能は画素

面積の１．５倍２０）とすると，空間分解能は０．６～０．７５

mmとなる。これは実用的には問題のない精度で

あり，乾燥頭蓋骨において３Dモデルと実測値の

比較を行った研究でも，CT三次元モデルにおい

て高い精度で距離計測が可能であることが示され

ている２１），２２）。岡ら２３）は，CT撮影データより側面

セファログラム像を作成し，距離の計測精度につ

いて側面セファログラムとの比較を行い，CT撮

影データは側面セファログラムよりも正確な距離

計測が行えると報告している。更に，Togashi

ら２４）は撮影時の頭位の傾斜による精度の変化につ

いて検討を行い，スライス厚が３mmまでは頭位

傾斜による影響を受けず，問題なく計測可能で

あったと報告している。以上の点から，顎顔面頭

蓋における画像検査法において，X線 CTによる

３次元的な距離計測は精度が高い計測が可能であ

ると言える。しかし，X線 CTは従来のセファロ

グラムに比較して被曝線量が多い２５～２８）ため，外科

的矯正治療を予定する症例に限って使われること

が多かった。今後，コーンビーム型２９）など，被曝

線量が少ない方式が開発されるに従い，X線 CT

を用いた三次元分析は，矯正歯科の診断および治

療においても重要度を増していくと考えられる。

本研究において，距離計測値の安定度を，可視化

法の組み合わせと解剖学的条件とによって検討し

たが，今後は形態分析上および臨床的な有用度の

面から，３次元的な計測項目を評価し，検討して

いく必要がある。今回計測項目の安定度について

の結果が得られたことから，今後は各可視化法に

ついて，安定度の高い計測項目の臨床評価につい

ての追試が望まれる。

結 論

顎顔面頭蓋を撮影したCTデータから，MPR

画像と３Dサーフェスモデルのそれぞれに同一の

計測点を設定して１３の計測項目について距離計測

を２回ずつ行い，距離計測値の安定度を比較検討

した。

距離計測値差の平均を項目別に比較した場合，

実用範囲と見られる計測項目に違いが見られた。

このことから，可視化法と計測項目の組み合わせ

５０６ 小林：X線 CT可視化法の距離計測値安定度
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により，同一のX線 CT撮影データでも距離計

測値の安定度が異なると考えられた。よって，計

測項目の条件に適合した計測値安定度が高い可視

化法を選択することにより，より三次元的な距離

計測の信頼性が向上し，顎顔面形態の診断精度の

向上と矯正治療の質的向上が見込まれることが示

唆された。
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Comparison of the distance measurement stability in two X－ray
computed tomography visualization methods

Makoto KOBAYASHI
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（Director : Hideharu Yamaguchi）
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The purpose of this study was to compare the stability of measurement in repeated trials by X－ray

computed tomography using two visualization methods, multi－planar reconstruction（MPR）and three

－dimensional（３D）reconstruction. Measurement of１３distances between nine fixed points on the human

skull was conducted two times for each visualization model. As a result, there was no obvious difference

in stability between the methods, however, comparison of each item revealed meaningful differences. On

MPR, values showed more accurate reproducibility on items in which one measurement point was the

external acoustic foramen, and the３D model was better when central incisors or molars were in-

volved. In both the３D and MPR images, on items in which the foramen mentale and foramen infraorbi-

tale was used as a measuring point, the value difference was small, and in items using the bone suture,

the value difference was great. As a result of comparison, it was shown that selection of the visualization

method suitable for the measurement item was effective in more accurately carrying out the distance

measurement. （The Shikwa Gakuho，１０３：４９７～５０８，２００３）
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