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あらまし  下顎骨再建術における腓骨移植では，術前に下顎切除領域に対する腓骨セグメントの分割・配置を決

定する必要あり，客観性の高い手術計画や手技の標準化が望まれている．患者の三次元 CT 画像を用いた対話型の

計画システムが考えられているが，三次元空間における腓骨セグメントの正確な位置・姿勢の設定が必要で，客観

性の維持が難しく計画に時間も要する．本研究では，下顎骨再建術におけるセミオートマティック手術計画システ

ムの実現を目指し，複数の形状評価指標に基づく下顎骨再建内容の評価関数を提案する．口腔外科医によって設定

された 60 通りの再建計画例を用いて，評価関数の有効性を確認したので報告する． 
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Abstract In fibular transfer surgery for mandibular reconstruction, objective decision making and standardization of surgical 

procedure are desired for patient specific preoperative planning. Although interactive planning software is recently utilized, a 

time-consuming trial-and-error process is needed to obtain a better reconstruction pattern because manual 3D operation is 

required for adjustment of the fibular segments. This study aims to design a semi-automatic preoperative planning system, 

and proposes an evaluation function for mandibular reconstruction based on multiple shape indicators. We obtained 60 

reconstruction plans configured by surgeons, and confirmed the efficacy of the evaluation function. 
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1. はじめに  

下顎歯肉癌の治療等で下顎骨を切除する場合，術後

の審美障害や咀嚼障害，発音障害を防ぐために下顎骨

再建術が行われる [1]．再建には，患者から血管柄付き

の腓骨を採取し頸部の血管と吻合して移植する方法が

注目されており，人工骨ではなく血管も含めた自家骨

を移植することで，骨の生着が促進されるという利点

がある [2]．患者の元来の顔貌と下顎の機能の復元を目

指して，腓骨を二つや三つの腓骨セグメントに分割し

て下顎切除領域の再建を行う方法に加え，V 字や L 字

型の配置，ダブルバレルなどの腓骨セグメントのより

複雑な配置による再建が検討されている．下顎骨再建

には腓骨の採取箇所と分割数に加え，腓骨セグメント

の下顎骨切除領域への配置の仕方を決定する必要があ

るが，2 次元の X 線 /CT 画像のみでは，再建後の下顎

形状の 3 次元的な理解がしづらく，症例に適した腓骨

セグメントの分割・配置を決定することが難しい．下

顎切除領域の形状に腓骨セグメントが合致しないと，

術中に追加の骨切削が必要となり，手術時間の増加に

つながるため，正確な術前計画が必要不可欠である．  

近年，患者の 3 次元 CT 像を活用した術前計画シス

テムとその有効性が注目され，国内外において多くの

研究例が報告されている [3-6]．これら術前計画システ

ムは 3 次元空間内で腓骨セグメントの分割・配置を対

話的にシミュレートすることが可能であるが，数値に

よるパラメータ入力やマウスなどの手動操作による位

置・姿勢の微調整が必要であり，医師が意図した通り

の配置を得ることが難しい．また，医師は客観的な術

前計画や手技の標準化を目指しており，個人の主観や

手動操作に依存しない，より客観性の高い計画内容の

立案が望まれている．下顎骨再建に求められる要件を

定量化し，客観的定量指標に基づいて各症例に対する

再建計画を算出する枠組みの開発を通して，これら課

題の解決に近づくと考えられる．自動手術計画の研究

に関しては，これまでに人工股関節置換手術における

手術計画システム [7] が知られているが，下顎骨再建

術では腓骨セグメントの分割・配置の自由度が高く，

下顎形状にも個人差が大きい．下顎骨再建術の要件に

関する定量化はまだ十分になされておらず，複雑な再

建にも対応できる計画システムの設計とその自動化が

望まれている．   

本研究では，下顎骨再建術におけるセミオートマテ

ィック手術計画システムの開発を目指し，複数の形状

評価指標に基づく下顎骨再建内容の評価関数を提案す

る．提案する評価関数によって，患者の元来の下顎と

腓骨セグメントによって復元される再建後の下顎の形

状誤差を最小化する再建計画が算出可能となる．口腔

外科医の参加による手術計画実験を実施し，得られた  

60 通りの再建計画例を用いて，設計した評価関数の有

効性を確認したので報告する．  

 

2. 下顎骨再建計画システム  

本研究における自動手術計画のベースとして用い

る下顎骨再建計画システム [5, 6]について説明する．本

システムでは，患者の下顎骨と腓骨の三次元 CT 画像

を用いて対話的に腓骨の分割・配置のシミュレーショ

ンを実施することができる．図 1 は二つの腓骨セグメ

ントによる再建計画例を示している．最初に，図 1(a)

に示すように下顎表面上に腓骨セグメントと下顎骨の

接続点𝒑𝟏 ∈ ℝ𝟑，𝒑𝟐 ∈ ℝ𝟑 と N 個の腓骨セグメント間の

接続点  𝒚 ∈ ℝ𝟑𝐍−𝟑 を指定すると，  𝒑𝟏 と  𝒑𝟐 の間に下

顎骨の切除領域が定義される．同時に図 2(b)のように

切除領域に腓骨セグメントが配置され，対応する腓骨

セグメントの採骨箇所と切断面が図 2(c)の腓骨 3 次元

CT 像上に可視化される．各接続点に対して配置された

制御面を回転・平行移動させることによって対話的に

移植後の下顎形状のシミュレーションが可能である．  

本システムは計画内容を定量的に評価するための

 

図 1．腓骨セグメントを用いた下顎骨再建計画 , (a) 腓骨セグメントの接続点の指定 , (b) 切除領域に対する  

腓骨セグメントの配置結果（ 2 分割の場合） , (c) 対応する腓骨セグメント  
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形状評価指標をリアルタイムに算出可能であり，ユー

ザは指標を参照して計画内容を改善することが可能で

ある．しかし，計画には腓骨セグメントの三次元空間

内での正確な位置・姿勢の決定が必要であり，意図し

た配置を得るために時間を要する．また，配置結果に

誤差が含まれる可能性もあり，客観性の高い計画の達

成が難しいという問題がある．  

 

3. 提案手法  

3.1. 問題設定  

本研究では下顎骨再建術のセミオートマティック

手術計画を目指して，N 個の腓骨セグメントの手動配

置結果を初期値とした接続点群ベクトル  𝒚 の局所最

適化を考える．今回は最初の試みとして腓骨セグメン

トを二つ用いる N=2 の場合について検討することと

し，下顎骨の三次元 CT 画像 𝐼 に対して，切除領域を

決定する腓骨セグメントと下顎との接続点 𝒑𝟏 ∈ ℝ𝟑，

𝒑𝟐 ∈ ℝ𝟑 及び  腓骨セグメント間の接続点  𝒚 ∈ ℝ𝟑 の初

期位置が与えられているとする．  

下顎骨再建術において，医師は患者の元来の顔貌の

復元を重視しており [5]，元来の下顎と腓骨セグメント

によって復元される再建後の下顎の形状誤差が小さく

なる接続点の配置の算出が目的である．したがって，

元来の下顎と腓骨セグメント間の形状誤差を定量する

評価指標を導入し，過去の医師の計画内容に基づいて

設計した評価関数 E を最小化する接続点𝒚∗の位置を算

出する．  

3.2. 下顎下縁接平面  

撮像時の患者の姿勢によって三次元 CT 画像におけ

る下顎骨領域の位置や傾きは変化する．計画内容を定

量的に評価するためには，下顎骨に対して 3 次元座標

系が一意に定まることが望ましい．一般に医師は患者

の顎の表面形状に近くなるように腓骨セグメントを配

置する．そこで本研究では，下顎骨の三次元形状に対

して一意に定義される下顎下縁接平面を新たに導入す

る．当該平面の設計に当たっては，医師の見解を参考

に下顎下縁を基準とし，図 2(a)に示すように落下した

下顎骨が安定したときに接する平面とした．下顎下縁

接平面は以下の流れにしたがって，下顎骨領域を抽出

した三次元 CT 画像から算出可能である．  

STEP 1. 下顎骨領域の表面点をサンプリングし，サンプ

リング点の凸包（Convex Hull）を算出する．  

STEP 2. 凸包を構成する三角形群から，法線ベクトルの  

z 成分が最大かつ負であり，重心が三角形の内

部にあるものを選択する．  

STEP 3. 選択された面の中で最も面積が広いものを下

顎下縁接平面とする  

3.3. 局所形状誤差とその算出方法  

本節では，患者の元の下顎骨表面と移植後の腓骨セ

グメントの表面形状間の局所形状誤差の算出方法につ

いて説明する．本指標は曲面間の形状誤差の定量が目

的であり，下顎骨表面上のサンプリング点𝒙と対応す

る腓骨セグメント表面上の点間の距離として算出され

る．算出アルゴリズムの流れを以下に示す．  

 

1. 下顎下縁接平面 S と平行な面内において、下顎

骨表面外縁部を一定間隔にサンプリングする． 

2. 各サンプリング点  𝒙 から，平均線の法線方向

に下顎骨表面位置と腓骨セグメントの表面位

置を検出する．（図 2(b)参照）  

3. 2 で検出した 2 点間の距離を算出し，接続点𝒚に

よって定義される再建形状の，点𝒙における局

所形状誤差  𝐸(𝒙, 𝒚) とする．  

4. 面の Z 座標の値を変えながら手順 1～3 を実行

する．  

 

 

図 2．局所形状誤差の算出 , (a) 下顎下縁接平面の定義 , (b) 下顎下縁接平面に平行な面内における  

下顎表面位置の検出 , (c) 形状誤差算出結果  
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局所形状誤差の算出例を図 2(c)に示す．格子状に等

間隔で検出される各サンプリング点について，局所形

状誤差の値に対応するカラーマップに基づいて色付け

がなされている．   

3.4. 評価関数の設計  

前節において導入した局所形状誤差に基づいて接

続点  𝒚 による再建形状を評価する評価関数 E を設計

する．求める接続点位置  𝒚∗ は E を最小化する位置と

して算出される．ここで，医師は元来の下顎と腓骨セ

グメント間の形状誤差ができるだけ小さくなる配置が

理想と考えているが，例えば局所形状誤差の平均が最

小となるような腓骨セグメントの配置では，局所的に

大きな突出や陥没が生じることがある [5]．突出した腓

骨は術中において切削可能であるが，移植骨の強度維

持の観点から追加の切削量は少ない方が望ましい，す

なわち，突出や陥没もできるだけ小さくなる配置が求

められる．以上を踏まえ，本研究では再建形状を定量

する評価関数を局所形状誤差の平均値𝐸𝑎𝑣𝑒  と最大値

𝐸𝑚𝑎𝑥 の線形結合により，式  (1) のように設計した．  

 

𝒚∗ = argmin
𝐲

  𝐸𝑎𝑣𝑒 + 𝜆𝐸𝑚𝑎𝑥 

      = argmin
𝒚

  
1

𝑛
∑ 𝐸(x, y)

𝒙

+ 𝜆  max
x

𝐸(x, y)   

(1) 

ここで，x は下顎骨表面のサンプリング点， n はサン

プリング点数である．  

 

4. 評価実験  

設計した評価関数の妥当性を確認するため，評価実

験を計画した．本実験では，提案する評価関数によっ

て医師の設定に近い腓骨セグメントの配置が算出可能

か否かを検証するために，医師の指導下で対話的に計

画された再建例を取得し，手動操作による接続点の配

置結果と評価関数 (1)によって算出された接続点  𝒚∗ 

の三次元位置を比較することとした．  

 

4.1. 下顎再建計画例の取得  

過去に実施された手術に近い再建計画例を得るた

めに，医師の指導下で図 3 に示す 5 つの切断面を定義

した．各切断面は再現性を持たせるために，下顎骨の

解剖学的な特徴に基づいて決定しており， S0は下顎枝

前縁，S1はS0とオトガイ孔の中間，S4はオトガイ孔，S2

は正中とS4の中点，S3はS2とS4の中点とした．これら切

断面を用いて，S0-S2，S0-S3，S0-S4，S1-S2，S1-S3，S1-S4 

の 6 種類の切除領域を定義した．これら切除領域はい

ずれも過去に実施された手術における切除に近いこと

を確認した．10 症例の三次元 CT 画像に対して上記 6

種類の切除領域を想定した手術計画を模擬し，医師の

指導の下で計 60 例の腓骨セグメントの配置を接続点

の対話操作により取得した．  

4.2. 実験条件  

図 4 に本実験で設定した下顎座標系と評価値の算出

対象領域を示す．下顎座標系は下顎下縁接平面の法線

ベクトルを Z 軸，図 4(a)に示すように手動配置された

接続点の座標を原点 O，面と腓骨セグメント間の接続

点  𝒑𝟏，𝒑𝟐 から得られる  𝒑𝟏 − 𝒑𝟐 を X 軸とし，Z 軸と

X 軸の外積を Y 軸として設定した．本実験における局

所形状誤差の算出領域を図 4(b)に示す．原点 O を中心

として，XY 平面の各軸に沿った 1 辺 40mm の正方領

域内において，接続点  𝒚 を 0.5mm のステップ幅で各軸

方向に移動させ，計 81×81 の接続点位置に対する局所

形状誤差の平均値𝐸𝑎𝑣𝑒と最大値𝐸𝑚𝑎𝑥を算出した．また，

𝜆 = 0，0.25，0.5，1.0，2.0，4.0 をパラメータとする 6

通りの評価関数を準備し，上記 60 例に対してそれぞれ

の評価値が最小となる位置を求める接続点の三次元位

置  𝒚∗とした．  

       

(a)                        (b)  

図 3．下顎に対する切断面の定義       図 4．下顎座標系の定義と形状誤差の算出領域  
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4.3. 実験結果と考察  

図 5 に図 3 の症例に対して切除領域をS1-S3とした場

合の 81×81 通りの接続点位置に対する平均形状誤差

 𝐸𝑎𝑣𝑒 と局所形状誤差の最大値  𝐸𝑚𝑎𝑥の値の分布を黒～

白のグレースケール値に割り当てた二次元画像として

示す．𝐸𝑎𝑣𝑒 は   𝐸𝑚𝑎𝑥 と比較して，Y 軸の負の領域で誤

差の値が小さくなっている．Y 軸の負の方向は，腓骨

セグメントの接続点位置を患者の元来の下顎骨から突

出させる方向であり，曲面である下顎形状を近似する

際には腓骨セグメントを一定量突出させた方が全体的

な誤差が小さくなる [5]という幾何学的な特徴と一致

している．図 6 に𝜆 を 0.5，1.0 とした評価関数 (1)にお

ける評価値  𝐸𝑎𝑣𝑒 + 𝜆𝐸𝑚𝑎𝑥 の分布を示す．図 5(a)と比較

すると，𝐸𝑚𝑎𝑥 の導入により，Y 軸の負の方向での評価

値が大きくなっており，𝜆 の大きさによって評価値に

与えるペナルティの大きさを制御可能となっている．  

次に，  𝜆 を 0，0.25，0.5，1.0，2.0，4.0 の 6 通りに

変化させた評価関数を用いて，前節で述べた 60 例を対

象に評価関数を最小化する接続点位置𝒚∗を最適解とし

て求めた．得られた計 360 個の𝒚∗ をプロットした結果

を図 7 に示す．図から，評価関数が最小となる接続点

の位置は，𝜆 の値が小さくなるほど Y 軸の負の方向に

移動し，𝜆 の値が大きくなるほど Y 軸の正の方向に移

動する結果となった．これは図 6 の評価値の分布の傾

向とも一致している．この結果から，𝜆 の値は評価値

の Y 軸方向について影響を与えるものであり，値を大

きくするほど突出や陥没を小さくするように働くと考

えられる．𝐸𝑎𝑣𝑒を最小化するだけでは局所的に大きな

突出が生じるという問題を 𝜆𝐸𝑚𝑎𝑥 を導入することによ

って改善できることを確認した．  

6 通りの評価関数によって求めた最適位置𝒚∗につい

て，手動配置によって得られた原点 O とのユークリッ

ド距離を誤差として算出した．距離誤差の平均と分散

を表 1 に示す．表 1 より医師の手動配置に最も近い配

置が得られたのは  𝜆 = 0.25 のときであり，その際の距

離誤差の平均は 4.78mm であった．一方，距離誤差の

平均が最大となったのは  𝜆 = 4.0 のときであった．ま

た標準偏差は，𝜆 = 1.0 のときに最小となり，𝜆 = 4.0 の

ときに最大となった． 𝜆 = 0 のときと比較して， 𝜆 が

0.25，0.5，1.0 のときは医師の手動配置に近い配置が

得られた．しかし，𝜆 の値が大きすぎる場合，医師の

手動配置から遠ざかり，ばらつきも大きくなってしま

うことを確認した．   

 図 8 に医師による配置との距離誤差の平均が最も小

さくなった  𝜆 = 0.25 を評価関数のパラメータとして用

いて算出した腓骨セグメントの配置結果の一例を示す．

𝒚 の初期値は (-10.0, 0)（単位：mm）とした．図 8(b)

が算出された自動配置結果であり， (-0.5, -2.0)の位置

に接続点が得られた．このように，評価関数のパラメ

ータの調整によって，接続点を医師の配置に近づける

ことが可能である．  

表 1．手動配置との距離誤差の平均と標準偏差  

 

 

図 7．評価関数を最小化する接続点位置  

  

(a) 𝐸𝑎𝑣𝑒           (b) 𝐸𝑚𝑎𝑥            (a) 𝜆 = 0.5         (b) 𝜆 = 1.0 

図 5．局所形状誤差の平均𝐸𝑎𝑣𝑒と最大値𝐸𝑚𝑎𝑥 の分布         図 6．評価値  𝐸𝑎𝑣𝑒 + 𝜆𝐸𝑚𝑎𝑥 の分布  
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5. おわりに  

本研究では，下顎骨再建術におけるセミオートマテ

ィック手術計画システムの開発を目指し，複数の腓骨

セグメントを用いた再建計画を定量する評価関数を設

計した．医師の計画例に基づいて評価関数のパラメー

タを決定し，60 例の症例に対して腓骨セグメントの最

適配置を算出した結果，医師による手動配置から平均

5mm 以内の接続点の導出が可能であった．今後はより

多くの腓骨セグメントを用いた再建の自動計画に取り

組み，最適化アルゴリズムについても検討予定である． 
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図 8．腓骨セグメントの配置結果 , (a) 初期配置 , (b) 評価関数を最小化する配置 , (c) 医師による配置  
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