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研究成果の概要（和文）：骨格筋機能的磁気共鳴画像(muscle functional Magnetic Resonance Image:mfMRI)の
機能画像を用いて、健常被験者で安静時と咀嚼時の咀嚼筋について運動前後におけるT2値の変化(ΔT2)を測定し
たところ、咀嚼時の両側咬筋のΔT2上昇が確認された。咀嚼筋の形態的標準化が可能となった。続いて、口腔癌
再建患者にmfMRIを応用すると、健側は術前と同様の形態と筋量が維持されており、咀嚼力は維持されていると
考えられた。一方、患側は手術により切除されていることから、形態は変化して筋量は縮小しており、咀嚼力は
低下していることが示唆された。

研究成果の学術的意義や社会的意義
口腔癌再建患者の術前・術後に筋機能MRI（mfMRI）解析を行うことで、Ｘ線を被爆することなく咀嚼運動や顎運
動を可視化した状態で観察することが可能となった。これらの検査データを蓄積し、術前・術後の咀嚼筋の形態
評価、筋機能評価、顎運動評価を行うことで、口腔癌で顎骨や咀嚼筋を切除する必要がある患者に対し、機能障
害を最低限にして術後QOLをできるだけ維持できる切除法・再建法・補綴治療法確立の一助になることが期待で
きる。また、患者自身も術後の自身の咀嚼や顎運動の状態が可視化でき、機能回復のためのリハビリテーション
のモチベーションを上げることができる。
研究成果の概要（英文）：Skeletal muscle functional magnetic resonance image (muscle functional
Magnetic Resonance Image: mfMRI) using a functional image, the change in T2 value before and after
exercise for chewing muscle at rest and chewing in healthy subjects (ΔT2) was measured, ΔT2
increase in bilateral masseter during chewing was confirmed. Morphological standardization of
masticatory muscles has become possible. Subsequently, when applying mfMRI to oral cancer
reconstruction patients, the health side is maintained the same form and muscle mass as before
surgery, chewing force was considered to be maintained. On the other hand, since the resection side
is excised by surgery, the morphology is changed muscle mass has been reduced, chewing force has
been suggested to be reduced.

研究分野： 口腔感染症
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１．研究開始当初の背景
口腔癌を切除する際には機能障害を最低限にし、術後 QOL をできるだけ維持する努力が必要
である。また顔貌の変化を整容する必要があるため、遊離組織移植による再建術が不可欠であ
り、その理想は損なわれた組織になるべく近い組織を移植して、手術で切除されずに残った正
常組織の機能を最大限に活用し、本来に近い外観や機能を獲得することである。しかし再建法
の手技は多数に渡り、多くの施設で経験則となっており、エビデンス確立には新たな評価法の
確立が望まれる。
新たな客観的な評価法として、口腔癌再建患者の咀嚼動態を評価すべく、われわれはこれま
でに 3 次元 CT を経時的に測定(以下 4DCT)した。4DCT による経時的な 3 次元構築画像の描出に
より、従来では評価困難であった咀嚼中の硬組織の動態について詳細に描出することが可能と
なった。しかしながら、切除組織や残存組織を含めた軟組織の評価が CT では困難なこと、経時
的な変化を追うには CT では被爆を伴うため、
複数回の測定を行うことが困難であるなどの問題
点があった。
２．研究の目的
4DCT の問題点を解消するため、口腔癌再建患者に骨格筋機能的磁気共鳴画像(muscle
functional Magnetic Resonance Image：mfMRI)の機能画像の応用を試みることを計画した。骨
格筋を含む軟組織の形態評価と、T2 値変化マッピングによる筋活動の評価を MRI で同時に行う
方法は、運動によって骨格筋の横緩和時間(T2)が延長する現象を利用しており、T2 値は MR 画
像から算出するため、撮影範囲内に含まれるすべての筋の活動を、全く侵襲を伴わずに定量化
することができる。また T2 値は 3 次元 MR 画像の画素ごとに算出されるため、mfMRI による筋
活動評価を任意領域で実施できる。この特徴を利用して、咬筋の浅層・深層、側頭筋、内側翼
突筋、外側翼突筋の上頭・下頭の平均ΔT2 値を個別に評価するとともに、マッピングすること
によってそれぞれの筋を 3 次元的に可視化することも可能となる。
この mfMRI を口腔癌再建症例に用いることで、①咀嚼筋の切除が筋力にどう影響するか、②
再建法(硬性再建か軟性再建)によるに咀嚼力の変化、③術後の咀嚼力の経時的な変化などが評
価でき、従来の経験則に対して、筋肉の形態評価と筋機能評価をすることでより効果の高い切
除・再建・補綴手技を確立するのが本研究の主たる目的である。
３．研究の方法
健常被験者に安静時と咀嚼時の咀嚼筋について、
運動前後における T2 値の変化(ΔT2)を 3.0T
の診断用 MRI 装置(3.0TAchieva Quasal dual、
Philips 社)より収集する。
TR=3500ms、
TE=11echo(5、
7、11、17、23、29、34、40、46、52、57ms)、出力マトリクスサイズ 128×128、BW2971.8Hz
スライス厚=8mm、FA 90degree で撮像を行い、得られた画像データは DICOM 規格にて PC に取り
込 み 、 そ の 後 画 像 処 理 は Interactive Data Language(IDL 、 ITT Visual Information
Solutions,Boulder,CO)にて行う。T2 値の算出は、各エコー時間の MR 信号から単一指数関数と
する直線回帰法により行う。続いて、口腔癌で顎骨切除が必要な患者に対し、CT と MRI の重ね
合わせのソフトウェアを用いて 3 次元の CT 像に筋組織のデータに muscle functional MRI で撮
像した 3 次元 MRI 画像とを重ね合わせることで、術前、術後の咀嚼筋の変化を調べ、切除した
咀嚼筋の形態や筋力がどのように咀嚼に影響を与えているかを硬組織と軟組織を合わせた評価
を検討する。

４．研究成果
mfMRIの機能画像を用いて、健常被験者に安静時と咀嚼時の咀嚼筋について運動前後における
T2値の変化(ΔT2)を測定したところ、咀嚼時の両側咬筋のΔT2の上昇が確認された（図1）。
この結果から、咀嚼筋活動をmfMRIで測定可能であることが確認された。また、健常者の咀嚼前
後における筋活動の変化が測定され、口腔癌で顎骨切除が必要な患者に対するmfMRI撮像に適し
た条件設定を行うことが可能となった。

図 1．安静時と咬合時における代表被験者の mfMRI 像
続いて、口腔癌再建患者にmfMRIを応用することで、3次元CT解析では不可能であった、咀
嚼筋の詳細な解析が可能となった。口腔癌患者の咀嚼筋は、健側は術前と同様の形態と筋量が維
持されており、咀嚼力は維持されていると考えられた。一方、患側（切除側）は手術により切除
されていることから、形態は変化し、筋量は縮小しており、咀嚼力は低下していることが示唆さ
れた。
今後、さらにmfMRI応用症例を蓄積し、口腔癌患者だけでなく、顎骨骨髄炎患者で顎骨切除
が必要な症例に対しても、術後に本来の外観や機能を獲得できる再建方法、補綴治療、リハビリ
テーション法の確立につなげていきたいと考えている。
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