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抄録：本研究の目的は，従来のセファロ分析による

二次元的評価から三次元的な下顎骨形態を推察し矯

正治療に際し顎骨を三次元的に捉えようとすること

である。資料は骨格性下顎前突者（女性２０名，平均

２５．２０±７．４９歳）の手術前頭部Ｘ線規格写真とＸ線

CTである。Ｘ線CTデータを三次元医用画像処理

表示ソフトウェア（Real INTAGE，K・G・T社）を

用い同一条件下において下顎骨の抽出を行い，体積

計測と犬歯部，第一大臼歯部海綿骨�舌的幅径を計
測し，セファロ分析と比較した。下顎骨骨体積は，

下顎枝近遠心幅径との間に相関（ｒ＝０．７２）が高いこ

とが認められた。また，犬歯部海綿骨�舌的幅径は
下顎結合部垂直距離，SNB角との間に相関（ｒ＝

０．８０）が高く，大臼歯部海綿骨�舌的幅径は，下顎
結合部垂直距離，下顎枝近遠心幅径との間に相関（ｒ

＝０．８１）が高いことが認められた。これらは従来の

セファロ分析から下顎骨形態の三次元的な推察の可

能性を示唆し，診断の一助となると考えられる。

緒 言

矯正治療においては頭部Ｘ線規格写真（以下，セ

ファログラム）や口腔内模型が症例分析に広く用い

られている。セファログラムはデジタル化が進み鮮

明度が増したものの，三次元的骨格形態や歯根を含

めた歯の情報を正面・側面の二次元方向から見るも

のであり，顎骨や歯を扱う場合の三次元的評価とし

ては十分ではない。不正咬合者の評価は通常，セ

ファログラムによる分析（以下，セファロ分析）であ

るが，特に外科的矯正治療など三次元的変化が著明

な場合，骨，airway，軟組織など三次元的評価が

必須である１），２），３），４）。現在，口腔インプラント術前検

査においてはＸ線CTデータを用いた顎骨の頬舌的

断面像による埋入方向の検討５），また補綴治療では

顎骨形態の定量的評価も行われており６），７），Ｘ線 CT

撮影は必要不可欠となりつつある８），９）。しかし，矯

正治療においてはＸ線CTはいまだ活発に活用され

ているとは言えない。たとえば矯正治療における診

断時には模型上で歯槽骨基底部幅径や長径を計測す

ることが多いが１０），１１），歯根を動かす矯正治療におい

ては歯根が歯槽骨内においてどのように植立してい

るかを知るには不十分であり，特に頬舌的顎骨幅が

狭いあるいは薄い骨に植立する歯の移動に関して

は，左右側それぞれの海綿骨幅径を計測し歯根の頬

舌的な動的範囲を知る必要があると思われる。

そこで今回，骨格性下顎前突者のＸ線CTデータ

を用い，下顎骨の体積や下顎骨体海綿骨頬舌的幅径

の計測を行い，従来からのセファロ分析との関連性

を知ることを目的に本研究を行った。

方 法

資料はANB角が－２SD以下で，下顎に高度の

叢生や歯周疾患のない骨格性下顎前突者（女性２０名）

の手術前セファログラムとＸ線CTである。年齢は

１７～４０歳までの平均２５．２０±７．４９歳で，年齢分布は

１０歳代が６名（３０％），２０歳代が７名（３５％），３０歳代

が６名（３０％），４０歳代が１名（５％）である。Ｘ線CT

は画像分解能５１２pixel・スライス間隔１mmの画像
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データ（２００～２４０枚）とし，三次元医用画像処理表示

ソフトウェア（Real INTAGE，K・G・T社）を用い

計測を行った。アーチファクトなどにより上下顎の

歯冠部の分離は困難な為，歯頚部にて歯冠部と下顎

骨を分離し抽出（図１）して体積計測を行った。また

体積評価の基準を一定とする為，Window Level

（WL）を２６０以上に設定し，Window Width（WD）を

１とした。

下顎犬歯根尖部，下顎第一大臼歯分岐部と根尖部

の海綿骨頬舌的幅径を計測した（図２‐ａ，ｂ，

ｃ）１２），１３），１４）。側面セファロ分析ではダウンズ・ノー

図１ 三次元医用画像処理表示ソフトウェアによる，Ｘ線CTデータからの下顎骨の抽出

図２－ａ 下顎犬歯根尖部における海綿骨の頬舌的幅径 図２－ｂ 下顎第一大臼歯根分岐部における海綿骨の頬舌
的幅径

図２－ｃ 下顎第一大臼歯根尖部における海綿骨の頬舌的
幅径
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スウエスタン法を基本とし，① SNA角，② SNB

角，③ANB角，④ Porion-Orbitale-Pogonion 角（以

下，P-O-P 角），⑤ Gonial angle（以下，GA）を計測

した。これに加え距離分析として，⑥Condyle-

Gnathion（以下，Co-Gn），⑨ Symphysis Height（以

下，SyH），⑩ Symphysis Depth（以下，SyD），⑪Man-

dibular Ramus Height（以下，MRH），⑫Mandibu-

lar Ramus Width（以下，MRW）を計測した（図３）。

正面セファロ分析では，⑦BiCondylar Width（以下，

CW），⑧BiGonial Width（以下，GW）を計測した（図

４）。解析には Spearman 分析と重回帰分析およ

び，Spearman 分析と１次回帰分析の２通りの分析

方法を用いた。

結 果

対象者のセファロ分析における顎骨形態は，上顎

劣成長を示す者が３０％，下顎の前方への過成長を示

す者が４０％，上顎の劣成長と下顎の前方への過成長

を示す者は１５％認められた。各セファロ計測値は，

① SNA 角：７８．７５±４．７０°，② SNB 角：８２．７０±

５．２１°，③ANB 角：－３．９５±２．６６°，④ P-O-P 角：

９８．４９±４．６４°，⑤ GA：１３１．５５±６．９６°，⑥ Co-Gn：

１３１．４６±８．４６mm，⑦ CW：１３１．５５±８．６４mm，⑧

GW：９７．４０±８．０３mm，⑨ SyH：３２．２５±３．０４mm，

⑩ SyD：１２．７０±１．４８mm，⑪ MRH：５０．５２±４．３３

mm，⑫MRW：３２．２６±４．８４mmで あ っ た（表１‐

ａ，ｂ）。

Ｘ線CTの解析の結果，下顎骨の平均体積は４５．１６

±６．４８cm３であった（表２）。顎骨体積別分布として

は，３０～３９．９cm３が２０％，４０～４９．９cm３が５５％，５０

～５９．９cm３が２５％となり，下顎骨体積は４５～４９．９cm３

が最も多いことが分かった。また下顎犬歯根尖部海

綿骨幅径は３．７２±１．６９mm，下顎第一大臼歯根尖部

海綿骨幅径は７．４８±１．２２mm，下顎第一大臼歯根分

岐部海綿骨幅径は７．１６±１．９２mmとなり，犬歯部の

頬舌的な海綿骨幅径は極めて小さいことが認められ

た（表２）。

体積と各角度分析（①～⑤）において評価を行った

ところ，相関関係は認められなかった。しかし，体

積と距離分析（⑥～⑫）において，Spearman 分析で

はｒ＝０．７０，１次回帰分析では回帰方程式Ｙ＝０．９７

Ｘ＋１３．９２となり，⑫Mandibular Ramus Width（M-

� SNA 角

� SNB 角

� ANB 角

� Porion-Orbitale-Pogonion 角（P-O-P 角）

� Gonial angle（GA）

� Condyle-Gnathion（Co-Gn）

� Symphysis Height（SyH）

� Symphysis Depth（SyD）

� Mandibular Ramus Height（MRH）

� Mandibular Ramus Width（MRW）

図３ 側面セファログラム計測部位
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RW）が，ｐ＜０．０１で正の有意な相関関係が認めら

れた（表３）（図５）。

下顎犬歯根尖部海綿骨�舌的幅径と各計測値との
比較においては，重回帰分析でｒ＝０．８０，重回帰方

程式Ｙ＝０．２５９３×SyH－０．１７８６×SNB＋０．０８４８×CW

－１．０２１６となり，Symphysis Height（SyH）がｐ＜

０．０１で正の有意な相関，SNB角がｐ＜０．０１で負の

有意な相関，BiCondylar Width（CW）がｐ＜０．０５で

正の有意な相関が認められた（表３）。

下顎第一大臼歯根尖部海綿骨�舌的幅径と各計測
値との比較においては，重回帰分析でｒ＝０．８１，重

回 帰 方 程 式Ｙ＝０．３２５２×SyH＋０．１６７３×MRW－

８．７３７４となり，Symphysis Height（SyH）がｐ＜０．０１

で 正 の 有 意 な 相 関，Mandibular Ramus Width

（MRW）がｐ＜０．０５で正の有意な相関が認められた

（表３）。

下顎第一大臼歯根分岐部海綿骨�舌的幅径と各計
測値との比較においては，重回帰分析でｒ＝０．７１，

重回帰方程式Ｙ＝０．１２４４×MRW－０．０７５６×Age＋

５．３６６３となり，Mandibular Ramus Width（MRW）が

ｐ＜０．０５で正の有意な相関，Age がｐ＜０．０５で負

の有意な相関が認められた（表３）。

体積と各下顎海綿骨�舌的幅径との比較におい
て，Spearman 分析ではｒ＝０．６２，１次回帰分析で

� BiCondylar Width（CW）

� BiGonial Width（GW）

AVERAGE（mm） S.D.

GA １３１．５５ ６．９６

Co-Gn １３１．４６ ８．４６

CW １３１．５５ ８．６４

GW ９７．４０ ８．０３

SyH ３２．２５ ３．０４

SyD １２．７０ １．４８

MRH ５０．５２ ４．３３

MRW ３２．２６ ４．８４

AVERAGE S.D.

下顎骨骨体積（cm３） ４５．１６ ６．４８

下顎犬歯根尖部（mm） ３．７２ １．６９

下顎大臼歯根尖部（mm） ７．４８ １．２２

下顎大臼歯根分岐部（mm） ７．１６ １．９２

AVERAGE（°） S.D.

SNA角 ７８．７５ ４．７０

SNB角 ８２．７０ ５．２１

ANB角 －３．９５ ２．６６

P-O-P 角 ９８．４９ ４．６４

図４ 正面セファログラム計測部位

表１－ａ 対象者のセファログラムの角度計測値

表１－ｂ 対象者のセファログラムの距離計測値

表２ 対象者のＸ線CTデータ計測値
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は１次回帰式Ｙ＝２．０８１６Ｘ＋３０．２５４６となり，下顎

第一大臼歯根尖部海綿骨�舌的幅径がｐ＜０．０１で正
の有意な相関が認められた（表３）。

考 察

従来のいわゆる正面・側面セファロ分析を中心と

した二次元的考察から一歩踏み込み，顎骨の体積や

内部構造などを考慮した三次元的評価をいかに二次

元的分析結果から導き出すかを研究した。歯槽基底

形態と歯列弓形態は解剖学的に類似するとの報告１５）

もあるが，これら従来の研究は二次元的な評価に留

まるものが多く１６），１７），１８），海綿骨の頬舌的幅径を三次

元的に，かつ定量的に解析した報告は金沢ら１９）のも

のをみるにすぎない。しかし，Ｘ線CT撮影装置

は，インプラント分野における術前術後検査にも広

く応用され２０），Ｘ線 CTの再構成画像上における形

態計測の精度は高いといわれており２１），２２），矯正歯科

分野においても臨床応用が可能であるので有用な情

報を得られることが期待できると考えられる。松

本２３）の研究によれば，非接触・高速三次元形状計測

装置 SURFLACERによる０．２mm間隔のスキャン

データと，スライス幅２mmのＸ線CT画像データ

との比較では，計測値（面積値）の誤差は３％以内で

あったことから，体積計測（今回はスライス幅１

mm）についても同様に大きな誤差は生じないと考

えられる。

今回の結果では，下顎海綿骨頬舌的幅径は歯列弓

の後方向うほど下顎枝近遠心幅径の影響が大きく，

また，前方に向うほど下顎結合部の上下的距離の影

下顎骨体積 下顎犬歯根尖部 下顎大臼歯根尖部 下顎大臼歯根分岐部

Age n.s. n.s. n.s. ＊(－)

SNA角 n.s. n.s. n.s. n.s.

SNB 角 n.s. ＊＊(－) n.s. n.s.

ANB 角 n.s. n.s. n.s. n.s.

P－O－P角 n.s. n.s. n.s. n.s.

GA n.s. n.s. n.s. n.s.

Co－Gn n.s. n.s. n.s. n.s.

CW n.s. ＊ n.s. n.s.

GW n.s. n.s. n.s. n.s.

SyH n.s. ＊＊ ＊＊ n.s.

SyD n.s. n.s. n.s. n.s.

MRH n.s. n.s. n.s. n.s.

MRW ＊＊＊ n.s. ＊ ＊

＊＊＊：P＜０．００１

＊＊：P＜０．０１

＊：P＜０．０５

n.s.：not significant

表３ 各計測値と下顎骨体積および海綿骨幅径との有意差検定

図５ ⑫MRWと下顎骨体積との相関関係，回帰方程式
Ｙ＝０．９７Ｘ＋１３．９２
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響が強く受けることが推察される。よって側面セ

ファログラムで明瞭に観察できる下顎結合部を除

き，Ｘ線CTを用いることで海綿骨の頬舌的形態を

知る手がかりになると考えられた。特に下顎骨犬歯

根尖部では頬舌的な海綿骨幅径が極めて小さく，歯

根長が特に長い犬歯の歯軸のコントロールには下顎

結合部の形態や下顎骨の前後的過成長の程度を考慮

することが必要であると思われる。

また，下顎結合部の形態や下顎枝近遠心幅径を計

測することで下顎第一大臼歯根尖部歯槽骨幅径を推

察することが示されたが，これにより矯正治療で用

いる固定が得られやすいか否かがＸ線CTを用いな

くても客観的に把握することが可能となるのではな

いかと思われる。ただ，Kubota１２）の骨格的不正が

ない成人男性を対称とした研究では，GA，Mandi-

bular plane angle，Lower facial height，Mandibular

arc，Cd-Go において強い相関が認められたので，

今後性差や骨格的不正がどの程度影響を及ぼしてい

るか比較検討が必要と考えられる。さらに，下顎枝

近遠心幅径を計測することで，下顎骨体積や海綿骨

の頬舌的幅径を推察し歯列弓の拡大の可否について

検討できると考えられる。

また，根津２４）の研究では上顎切歯管の大きさ，部

位はＸ線CTのみでしか判別することができず，ま

た切歯管は歯根吸収の原因やアンカレッジロスを引

き起こす原因となることが判明している。頤孔の部

位としては第二小臼歯中央部が２５％で，それ以外は

全て遠心に位置していることが分かっている。今回

の資料では，全ての症例で頤孔が第二小臼歯よりも

近心に存在していたことから，下顎の前後的な成長

と共に頤孔も近心に位置する傾向があるのではない

かと考えられた。また，頤孔が根尖付近に存在し，

陥入した皮質骨が海綿骨方向に隆起している症例

（図６，図７）が５％存在することが認められ，骨格

的不正を問わず抜歯矯正治療をする場合には治療前

の頤孔，切歯管の部位や形態の精査・確認が必要と

なるのではないかと思われる。

以上のことから，従来のセファロ分析より下顎骨

の三次元形態の推察の可能性を示唆し，診断の一助

になると考えられる。

図６ 陥入した皮質骨が海綿骨方向に隆起している症例
（前頭断）

図７ 陥入した皮質骨が海綿骨方向に隆起している症例
（水平断）
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The purpose of this study was to investigate the possibility of a surmise of three-dimensional mandibu-

lar morphology by two-dimensional cephalogram analysis． The materials were three-dimensional CT and

cephalogram of 20 female mandibular prognathism patients（average age : 25.20±7.49）before there orthog-

nathic surgery．

Mandibular bone volume and sponge bone width were calculated from three-dimensional images con-

structed from CT images using imaging software（Real Intage, KGT inc.）． There was a positive correla-

tion（r＝0.72）between mandibular volume value and mandibular ramus width． There was a positive cor-

relation between sponge bone width at the site of the mandibular cuspid and mandibular ramus width and

SNB angle（r＝0.80），and between sponge bone width at the site of the mandibular molar and symphysis

height and mandibular ramus width（r＝0.81）． It was thaught that these results will be useful for a sur-

mise of three-dimensional mandibular morphology by cephalogram analysis．

（The Shikwa Gakuho，１０７：３２３～３３０，２００７）
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