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具体的には患者の CT 画像から顎骨部分のデータを
抜き出し，それを 3D プリンタに対応したデータに

はじめに

加工・印刷をし，インプラント埋入位置などの検討
近年においては，一般家庭にある PC を用いて無

に用いる方法である．実際の臨床症例に応用したの

償ながら高機能な CAD ソフトで 3D モデルデータ

で，治療の流れに沿いながら 3D プリンタ活用方法

を構築し，PC 横に設置された 3D プリンタで造形

の報告をしたいと思う．

ができるようになった ．この潮流は歯科領域にお
1）

いてもデジタルデンティストリー2）という言葉を生
み，われわれ歯科医師は日常臨床において大きな恩

3D プリンタを活用したインプラント治
療の流れ

恵にあずかっている．
しかし，先端技術に造詣の深い臨床家や研究機関
は除き，CG（コンピューターグラフィックス）に

本稿で使用するファイルフォーマットとソフトウェ
アについて

よるインプラントシミュレーションや 3D プリン

具体的に 3D プリンタによる模型作製の流れを解

ト3,4）を歯科臨床で活用するとなると，まだ暗中模

説する前に，本稿で使用されるデータ形式やソフト

索の感があり，とりわけ若い勤務医ともなればなお

ウェアについて解説をしたい．なお，なぜここで示

さらである．しかし，PC は一人一台の時代であり，

したソフトウェアを選んだかの理由については後述

3D プリンタもある程度手軽に使える昨今において

する．

は，両者の使い方次第では歯科臨床に活用できるア
プローチは可能であると筆者は考えている．

ファイル形式

そこで，本稿では 3D プリンタを完備せず，CT

DICOM：医用画像の標準的なフォーマット．

等のインプラント

CT，MRI などで得られたデータはこのフォーマッ

術前シミュレーションソフトももちあわせていない

トで作成されることが多い2）．本稿でも CT で得ら

という，最も多いであろう医院体系からでも始めら

れたデータはこの形式であることを前提としている．

れる，CT 画像データからの CG 作成し 3D プリン

STL：三次元形状を表現するデータのフォーマッ

タを活用して臨床に役立てる手法をご提案したい．

ト．歯科では CAD で用いられるファイルフォー

撮影も外部委託で SIMPLANT®
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マットであり，工業界でも用いられている標準的な
フォーマットである ．

症例と治療計画
患者さんは 44 歳，女性で全顎的な治療を希望し

2）

OBJ：こちらも三次元形状を表現するデータの

て来院された（図 1，2）
．一連の診査・診断の後，

フォーマットである．STL ファイルでは単純な形を

患 者 さ ん の 希 望 を 踏 ま え 治 療 計 画 を 立 案 し た．

表現するのに対して OBJ ファイルはその形の表面

6 ， 5 ， 7 相当部にデンタルインプラントを埋入，

上顎右側臼歯部の挺出はアンカーインプラントを用

性状などのデータも含むことになる．

いて圧下することとした．
そこで，インプラントの埋入に先立って CT 撮影

ソフトウェア
ImageJ：画像処理ソフトウェア．本稿では CT

を行い，インプラントのサイズおよび埋入位置の決

によって得られたデータから顎骨の部分を抽出し，

定を行った．撮影した CT 画像を元にいくつかの工

それを STL ファイルに変換する工程で用いられて

程を経て 3D プリンタによる顎骨の模型を作製，イ

いる．本ソフトはオープンソースの画像解析ソフト

ンプラント埋入の位置などの検討を行った．その流

ウェアのパイオニアであり，アメリカ国立衛生研究

れを図 3 に示す．

所（NIH）にて開発，1997 年の登場から今日まで
新たなバージョンが配布され続けており，研究者か

3D モデルデータ
（頭蓋骨とインプラントの CG デー

らの信頼も厚い6）．

タ）の作成

123D Design：本ソフトはプロ専用の CAD ソ

患者さんの CT 撮影から得られた DICOM データ

フトウェアを手がける Autodesk 社が個人向けに開

（Wayne Rasband）
から ImageJ 1.47 v（Fiji win64）

発した無償の 3D CAD ソフトウェアである ．寸法

を用いて上顎骨と下顎骨の 3D モデルデータを構築

から 3D 形状データを作成していくソフトウェア

し， そ の デ ー タ を STL に て 保 存 し た． 保 存 し た

で，今回はインプラントの形状を再現するために使

STL を Blender2.73 に読み込み，OBJ に変換した．

7）

用した．

また，インプラントのサイズおよび埋入位置の決

Blender：3DCG をはじめアニメーション，物理

定のために，CAD ソフト 123D Design（AUTODESK.

シミュレーション，ゲームエンジンと各種機能を備

Inc.）を用いてオッセオスピード TX4.0S（デンツプ

え た フ リ ー の 3D モ デ リ ン グ ソ フ ト ウ ェ ア で あ

ライ，最大径φ4 mm，長さ 6，8，9，11 mm）を模

．今回は表面形状データのスムース化や圧縮，

し た 階 段 状 の 円 柱 を 作 成 し た． そ れ ぞ れ の CAD

る

8,9）

ファイル形式変換のために使用した．

データは STL で保存し，頭蓋骨のデータと同様に

ZBrush4R7：このソフトは粘土に近い感覚で彫
刻できる 3D モデリングソフトウェアである

．
OBJ に変換した（図 4）

．

10）

ゲームやアニメーション，映画をはじめとする多く
の分野で世界的に使用されている．

インプラントシミュレーションと 3D プリント
頭蓋骨のデータとインプラントの CAD データの

ImageJ では 3D プリント用のデータ作成までし

統合によるシミュレーションは ZBrush4R7 を用い

かできない．CG によるインプラントシミュレー

て行った． 6 相当部のデンタルインプラントの埋

ションには 123D Design，Blender が必要であり，

入は，長さ 8 mm では上顎洞に達してしまうことか

こ こ ま で 用 意 す れ ば 十 分 事 足 り る． 今 回 さ ら に

，6 mm を使用することとした． 5 相当
ら（図 5）

ZBrush4R7 を用いたのは，骨成形等の手技をデジ

部は，予定部位直下にオトガイ孔が位置しているこ

タルながらマニュアルに近い感覚でシミュレーショ

とから 6 mm を使用し， 7 相当部は下歯槽管まで

ンするためである．

．シミュレー
の距離を考慮して 9 mm とした（図 6）
トしたデータは DMM.make に送信して 3D プリン
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図1

初診時の口腔内写真

図 2 初診時の口腔内 X 線写
真

トした．

ションが可能であった．また，得られた情報から安

素 材 は ホ ワ イ ト ナ イ ロ ン を 選 択 し， 上 顎 骨 は

全にインプラント治療を遂行ことできた．さらにコ

4,733 円，下顎骨は 3,737 円（図 7）であった．両

スト面においても CG によるシミュレーションは実

者ともにデータアップロード後，3 日で手元に届い

質無料で，3D モデルは上下顎合わせて 1 万円以下

た．

で入手できた．

上顎左側臼歯部のインプラントアンカーのシミュ
レーションは上顎骨のモデルにアンカーインプラン
トに近いサイズのスクリューポストを埋入すること

3D プリンタシミュレーションのための
要点（筆者の環境について）

．
で行った（図 8）
以上のシミュレーションを踏まえインプラントの
埋入を行った．
（図 9）

ハードウェアに関して
筆者の PC 作業環境については表 1 に示す通りで
ある．筆者はワークステーションを使用している．

今回のシミュレーションの意義

そのため，通常の PC よりも処理速度や画像表示が

今回お示しした方法によって，インプラントシ

やや高速である．今回ご紹介した各種ソフトウェア

ミュレーションソフトを完備せず，また CT も外部

使用の際には読者自身の PC が各ソフトウェアに対

委託という医院の設備でもインプラントシミュレー

応できるか，確認が必要である．
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データ形式
ソフトウェア

図4

STL

OBJ

OBJ

DMM.make

図 3 インプラントシミュ
レーションのフロー
チャート

3Dプリント

インプラントデータ

123D Design

OBJ

ZBrush4R7

インプラントシミュレーション

STL

Blender

表面処理
データ形式変換

TIFF

頭蓋骨データ

領域抽出

CT撮影
DICOM

ImageJ

頭蓋骨（Blender）とインプラント（123D Design）の CG データ

図 5 ZBrush4R7 による 6 相当部インプライトの埋入位置のシミュレー
ション

ソフトウェアに関して
現在，DICOM をはじめとする各種画像データを

図 6 ZBrush4R7 による 5 ，7 相当部イ
ンプラントの埋入位置のシミュ
レーション

つの文献（文献 11，12）を参考文献に記載するこ
とを推奨している．

処理可能なフリーの画像解析ソフトウェアが数多く

また，今回は数種類ある ImageJ の派生版のうち，

存在する．そのなかでも筆者は使用感や作業環境な

サーフェスレンダリングやボリュームレンダリング

どから ImageJ の使用を決定した．本ソフトは 3D

などの拡張機能が備わっている（Fiji is just）ImageJ

データの著作権は製作者にあるとし，ソフトウェア

を使用した．

の商用目的での使用も認められ，さらにはサインや

Blender8,9）もフリーの 3D モデリングソフトウェ

連絡先の送信を義務付けていない．その代わりに本

アであったが，ZBrush4R7 のみ，有償のソフトウェ

ソフトウェアを用いて研究などを行った際には，2

アである．なお，ZBrush4R7 を使わず Blender の
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図7

3D プリントモ
デル（ホワイトナ
イロン）

図 8 アンカーインプラ
ントの埋入シミュ
レーション

図9

インプラント埋入後のパノラマ X 線写真

みでも十分にシミュレーションやデータエクスポー

スを開始，価格も比較的リーズナブルである13）．素

トは可能である．

材はさまざまなものが用意されており，種類も定期

各ソフトウェアを導入する際にはユーザーズマ

的に増えている．しかし，医療用に薬事承認された

ニュアルをよく読み，特に著作権等が発生する事項

材料はない．また，出力可能なサイズの上限は素材

については十分に注意を払わなければならない．

に依存し，価格は素材やプリントする大きさによっ
て変化する．筆者は下顎骨のモデルに対して，デー

3D プリントサービスについて

タ量を変化させて価格が変動するか調べてみたが，

3D プリンタの一般化に伴い，3D プリントを代行

実寸が変化しない限り価格は変化しないことがわ

するサービスは普及し始めている．今回はそのうち

かった．データ量の上限は 100 MB である．参考ま

の一つ，DMM.make（DMM.com）に 3D プリント

でに下顎骨のモデルの材料と価格を示す．価格は日

を依頼した．DMM.make は 2013 年 7 月よりサービ

．
によって変動する（表 2）
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表1

筆者の PC 環境

表2

OS：Windows7 Professional

補足：DICOM データから直接 3D デー
タ作成の手順について
本稿では複数のソフトウェアを使って患者顎骨の

平成 27 年 3 月 10 日

平成 28 年 1 月 24 日

石膏フルカラー

6,411

7,660

ホワイトアクリル

10,141

15,149

ナイロン（ポリアミド）

11,165

8,878

メモリ：16 GB（4×4 GB）2133 MHz DDR4 RDIMM ECC
グラフィックボード：NVIDIA® Quadro® K2200 4 GB

価格（円）

素材

モデル：DELL Precision Tower 7810 BTX ベース
プロセッサ：インテル Xeon プロセッサー E5⊖2609 v3

素材と価格（下顎骨 1 つあたり）

ゴムライク

21,180

21,041

アクリル樹脂

21,459

28,763

ABS ライク

23,473

23,317

アクリル樹脂高精細

30,464

42,172

チタン

126,900

126,000

インコネル

235,815

234,257

マルエージング鋼

350,463

348,064

マット（TIFF）で保存する（File → Save as → Image
sequence）
．

3D モデルデータの構築

模型をプリントした．しかし，実は最初に用いたソ

3D モデルデータすなわち表面形状データの表示

フト ImageJ のみでも 3D プリント用のデータを作

（サーフェスレンダリング）はセグメンテーション

成することが可能である．そこで最後に本ソフト

が終了した画像から 3D ビューワーで sur facedis-

ウェアの使用方法について述べておきたい．ご興味

play の Threshold100，Sampling2 を選択することで

のある読者はソフトウェアをインストールのうえ，

行う（plugins → 3Dviewer）
．テータは STL のバイ

お手持ちの DICOM データから 3D プリントを試み

ナ リ ー 形 式 で 保 存 す る（F i l e → E x p o r t

ていただきたいと思う．

（図 14）
．
surfaces → STL（binary）

領域抽出（セグメンテーション）

3D プリント

医用画像解析におけるセグメンテーションとは
DICOM などの画像データから CT 値等を基準に特

以下の工程はこれまでご紹介したものと同一であ
る．

定の領域を抽出することである14）．本稿では画像

より表面がスムースなモデルにするならば，デー

データから硬組織
（歯や骨）
を抽出する工程を示す．

タを Blender で読み込み，骨表面の平滑化（スムー

まず DICOMをImageJ で読み込み
（File → Import →

．
ジング処理）を行うとよい（図 15）

，骨や歯
Image sequence → DICOM 選択）
（図 10）
は CT 値を基準に（最小値〜340 付近）自動抽出す

おわりに

．抽出
（図 11）
る（Image → Adjust → Threshold）
した領域は 256 階調の 2 値化表示となる．さらに 0 〜

本稿では，勤務医目線で新たな臨床オプションを

．頚椎や三次元画像
254 の領域を選択する（図 12）

得るための一考察を報告した．本稿の内容の実践

の構築上の妨げとなる部位の削除，および粗な部分

は，各社が提供するインプラントナビゲーションの

や空洞の塗りつぶしはペンツールと塗りつぶしツー

核心部の直接的理解となる．経済的・環境的に思う

．脳頭蓋と下顎骨は一つの
ルを用いて行う（図 13）

ような機材が揃えられない勤務医にも，これからは

画像から分離し，それぞれ TIFF ファイルフォー

避けて通ることのできないデジタルデンティスト
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図 10

ImageJ による DICOM データのインポート

図 11

硬組織の自動抽出（ImageJ）

図 13

頚椎の削除，海綿骨の塗りつぶし（右が削除・塗りつぶし後．ImageJ）
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図 14

ImageJ による 3D モデルデータ表示とエクスポート

図 15

リーの体現に繋がれば幸いである．
なお，当院では SIMPLANT® を導入しており，
インプラント治療には医療用認可を受けた正規のイ
ンプラント術前シミュレーションソフトも応用して
いることを追記しておきたい．

Blender によるデータのスムー
ジング処理（矢印のボタン）

made titanium mesh tray and particulate cancellous bone and
marrow har vested from bilateral posterior ilia. J Plast Surg
Hand Surg. 2014；48（3）
：183 190.
5）SIMPLANT®computer guided implant treatment software：
unlocking digital potential. Compend Contin Educ Dent. 2014；
35（10）
：782.
6）Schnider CA et al. NIT Image to ImageJ：25 years of image
analysis. Nat Methods. 2012；9（7）
：671 675.
7）Digital Fabrication. http://digifab.jp/123ddesign/10（2016/01/
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