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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　矯正治療を受けている患者の歯の構成の画像を得る方法であって、
　第１の歯の構成を表す第１デジタル画像を提供する工程と、
　前記第１の歯の構成における矯正治療が実施された後に入手される第２の歯の構成を表
す第２デジタル画像を提供する工程であって、前記第２デジタル画像は、前記第１デジタ
ル画像と比較した際に低減画像であり、前記第２の歯の構成における少なくとも１つの歯
が、前記第１の歯の構成における対応する歯とは前記歯の構成内部の異なる相対位置にあ
る、工程と、
　前記第１デジタル画像の少なくとも１つの要素を、前記第２デジタル画像の少なくとも
１つの対応する要素と位置合わせすることによって、前記第２の歯の構成を表す第３デジ
タル画像を得る工程であって、前記第３デジタル画像は、前記第２デジタル画像と比較し
た際に補足画像である、工程と、を含む、方法。
【請求項２】
　目標の歯の構成を表す目標デジタル画像を得る工程を更に含む、請求項１に記載の方法
。
【請求項３】
　前記目標デジタル画像に重ねられる前記第３デジタル画像を表示する工程を更に含む、
請求項２に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般的に、歯科矯正治療の分野に属する。より具体的には、本発明は、歯科
矯正治療のモニタリング及び計画の方法を目的とする。
【背景技術】
【０００２】
　歯科矯正学は、口内の歯の位置の監視、誘導、及び矯正に関する歯科学の領域及び専門
分野である。これは、歯を、互いに、加えて顔面骨、例えば顎骨に対して適切な位置へと
位置付けるための、歯への力を適用する、及び／又は向け直すことによって達成される。
【０００３】
　１つの一般的な種類の治療では、ブラケットと称される、小さな孔のある装具が患者の
歯に取り付けられ、弾性アーチワイヤが各ブラケットの孔の中に配置される。アーチワイ
ヤの端部は、バッカルチューブと称される装具内に提供され、これが患者の臼歯に取り付
けられる。口内に配置されたとき、アーチワイヤは撓んでいるが、その後、これが元の形
状に回復するにしたがって、歯を適切な位置へと推進する連続的な力を付与する。ブラケ
ット、バッカルチューブ及びアーチワイヤは多くの場合、総じて「ブレース」と呼ばれて
いる。
【０００４】
　現行の歯科矯正治療は、装具が最初に歯に結合されたときから、治療の終了時にこれら
が分離されるときまで、典型的には１～３年続く。治療の過程全体を通じて、歯の移動が
生じ得るが、移動は通常、円滑な連続的な方法では生じない。歯の移動を妨害する、又は
更に止める、「障害」が存在する場合がある。例えば、いくつかの歯は、他の歯のための
空間をつくるために、経路から外れる必要がある場合がある。更に進行する前に治療され
なくてはならない、固定の喪失、又は望ましくない歯の移動のために、遅延がまた生じ得
る。更に、各患者の歯牙構造の固有の生態に基づき、いくつかの歯は、他のものより単純
に遅く移動することがある。
【０００５】
　治療の専門家、典型的には歯科矯正医は、患者の治療計画を立てる際に、これらの課題
のいくつかを予測することができる。治療の出発点として、治療専門家は、多くの場合、
Ｘ線及び／又は石膏の研究用モデルの補助を用いて、不正歯列の三次元画像を提供する。
治療専門家は次に、歯の望ましい最終的な位置に対応する心像を描き、その状態に至るま
での治療工程を予測する。治療計画はしたがって、患者を不正咬合の状態から最終的な状
態まで導く、中間的及び最終的な目標の順序を特定する、「ロードマップ」として機能す
る。治療計画はまた、治療専門家の経験及び専門知識に基づき、各中間的及び最終的目標
を達成するための、予想される時間軸を含むこともある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、治療専門家の努力及び最良の意図にも拘わらず、実際の治療が、治療計
画に正確に沿って進行することは稀である。計画外の調整が多くの場合必要となり、例え
ば、治療専門家は適切な治療結果を達成するために、アーチワイヤに追加的な屈曲を加え
ることがあるか、又は１つ以上の歯において装具を再配置することがある。これらの調整
は、治療の進行に関する連続的な評価の結果であり、これらの評価は、ひいては、患者の
歯の定期検査の間に治療専門家によって観察されるものに基づく。このプロセスは主観的
であると共に、本質的に不正確である。口内環境は、人間の視覚、及び患者の口の身体的
構造における限界のために、人間が自力で患者の歯牙構造の視覚的三次元画像を生成する
ことを、不可能でないまでも、困難にする。更に、歯の歯根は容易に見ることができず、
歯列の隠れた側面、例えば歯根を、中間段階の治療計画に組み込むことを困難にする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　上記の従来的な歯科矯正治療モニタリングの限界のために、治療中の、歯の正確な相対
位置を提供するプロセスは、多くの場合、時間がかかり、非効率的である。本発明は、デ
ジタル情報を使用して、歯科矯正治療の過程の間における、患者の歯の位置を便利かつ効
率的にモニタリング及び評価するための方法を提供する。代表的な実施形態では、患者の
歯牙構造を表す最初のデジタルデータのセットは、Ｘ線写真及び／又は口内走査によって
提供される。治療の過程の間において、歯牙構造の部分を表す低減画像が、バイトプレー
ト印象材、又は超高速低解像度口内スキャナーを使用して便利に提供され得る。完全な歯
牙構造の三次元（３Ｄ）画像がその後、初期画像の要素と低減画像の対応する要素とを整
合又は位置合わせさせることによって得られる、又は「再構築」される。両方の画像から
の要素を使用して歯牙構造をデジタル処理で再構築することにより、治療専門家は、診断
及び治療計画の目的のための、患者の完全な歯牙構造の、正確な、最新の、操作可能な三
次元画像を提供することができる。
【０００８】
　本発明は、治療中に歯の位置及び方向の完全な三次元画像を得、治療の進行を評価し、
歯科矯正装具への調整を算出し、治療専門家及び患者の双方に特定の利点をもたらす方法
を提供する。まず、治療の開始時に既に得られている歯のデータの完全なセットを利用す
ることによって、全体の歯牙構造の最新の位置を再構築するために、歯のデータの僅かな
部分のみが必要とされる。完全な歯科印象の取得、又は高解像度口内走査は、時間がかか
り、患者にとって不快である一方で、咬合記録は、数秒でとり、オフラインで走査するこ
とができ、患者の不快感は最小限である。更なる利点として、歯牙構造の、通常隠れてい
る特徴部、例えば、歯根を、追加的な放射線写真の実行を必要とせずに、最新の三次元画
像に一体化することができる。これは、一時固定装置（ＴＡＤ）が含まれる場合、これら
の画像技術が、治療専門家がＴＡＤの歯根に対する位置を視覚化することを助け得るため
に、特に有用であり得る。最後に、歯根を含む歯の画像の完全な詳細画像を提供すること
により、本方法は、治療する課題の診断、及び歯科矯正装具、例えばアーチワイヤ又は他
の装具への中間軌道修正の提案において有用であり得る。
【０００９】
　更なる詳細では、本発明の態様は、第１の歯の構成を表す第１デジタル画像を提供する
工程と、第２の歯の構成を表す第２デジタル画像を提供する工程であって、第２デジタル
画像は第１デジタル画像と比較した際に低減画像であり、第２の歯の構成内の少なくとも
１つの歯が、第１の歯の構成内に対応する歯とは異なる位置にある、工程と、第１デジタ
ル画像の少なくとも１つの要素を、第２デジタル画像の少なくとも１つの対応する要素と
位置合わせすることによって、第２の歯の構成を表す第３デジタル画像を得る工程であっ
て、第３デジタル画像は、第２デジタル画像と比較した際に補足画像である、工程と、を
含む、患者の歯の構成の画像を得る方法を目的とする。
【００１０】
　別の態様は、第１の歯の構成を表す第１デジタル画像を提供する工程と、目標の歯の構
成を表す目標デジタル画像を得る工程と、第２の歯の構成を表す第２デジタル画像を提供
する工程であって、第２デジタル画像は第１デジタル画像と比較した際に低減画像であり
、第２の歯の構成内の少なくとも１つの歯が、第１の歯の構成内に対応する歯とは異なる
位置にある、工程と、第１デジタル画像の少なくとも１つの要素を、第２デジタル画像の
少なくとも１つの対応する要素と位置合わせすることによって、第２の歯の構成を表す第
３デジタル画像を得る工程であって、第３デジタル画像は、第２デジタル画像と比較した
際に補足画像である、工程と、を含む、患者の歯の構成を比較する方法を目的とする。
【００１１】
　別の態様は、歯科矯正装具の提示された仕様を提供する工程と、歯科矯正装具と関連す
る、第１の歯の構成を表す第１デジタル画像を提供する工程と、第１の歯の構成内の歯を
、望ましい位置に仮想的に移動することによって、目標の歯の構成を表す目標デジタル画
像を得る工程と、第２の歯の構成を表す第２デジタル画像を提供する方法であって、第２
デジタル画像は、第１デジタル画像と比較した際に低減画像であり、第２の歯の構成内の
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少なくとも１つの歯が、第１の歯の構成内の対応する歯と異なる位置にある、工程と、目
標デジタル画像の少なくとも１つの要素を、第２デジタル画像の少なくとも１つの対応す
る要素と位置合わせして変換マトリックスを得る工程と、歯科矯正装具の提示される仕様
を、部分的に変換マトリックスに基づいて修正する工程と、を含む、歯科矯正装具を指定
する方法を目的とする。
【００１２】
　更に別の態様は、第１の歯の構成を表す第１デジタル画像を提供する工程と、第２の歯
の構成を表す第２デジタル画像を提供する工程であって、第２デジタル画像は第１デジタ
ル画像と比較した際に低減画像であり、第２の歯の構成内の少なくとも１つの歯が、第１
の歯の構成内に対応する歯とは異なる位置にある、工程と、第１デジタル画像の少なくと
も１つの要素を、第２デジタル画像の少なくとも１つの対応する要素と位置合わせするこ
とによって、第２の歯の構成を表す第３デジタル画像を得る工程であって、第３デジタル
画像は、第２デジタル画像と比較した際に補足画像である、工程と、を含む、患者の歯の
構成の画像を得る方法を実行するソフトウェアプログラムを目的とする。
【００１３】
　また更に別の態様は、コンピュータデバイス、及びコンピュータデバイスで実行される
ソフトウェアプログラムを含むシステムを目的とし、ソフトウェアプログラムは、第１の
歯の構成を表す第１デジタル画像を生成し、第２の歯の構成を現す第２デジタル画像を生
成するレンダリングエンジンであって、第２デジタル画像は、第１デジタル画像と比較し
た際に低減画像であり、第２の歯の構成内の少なくとも１つの歯が、第１の歯の構成内に
対応する歯とは異なる位置にある、レンダリングエンジンと、第１デジタル画像の少なく
とも１つの要素を第２デジタル画像の少なくとも１つの対応する要素と位置合わせして第
２の歯の構成を表す第３デジタル画像を得る位置合わせモジュールであって、第３デジタ
ル画像は第２デジタル画像と比較した際に補足画像である、位置合わせモジュールと、を
含む。
【００１４】
　本明細書において開示される更なる実施形態は、光走査、接触プロービング、能動波面
サンプリング、Ｘ線写真、磁気共鳴影像法、超音波画像診断、及びコンピュータ断層撮影
を使用して第１デジタル画像を提供する工程と、咬合印象の走査、低解像度走査の実行、
又は部分口内走査の実行によって第２デジタル画像を提供する工程とを含む。他の実施形
態は、歯、歯に結合される装具、及び非結合装具、例えば一時固定装置を含む要素を位置
合わせする工程を含む。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】歯科矯正治療のモニタリングにおける、一連の工程のいくつかを記載するブロッ
ク図。
【図２】歯科矯正治療の評価における、一連の工程のいくつかを記載するブロック図。
【図３】歯科矯正治療の仕様の修正における、一連の工程のいくつかを記載するブロック
図。
【図４】図７の咬合記録の表面によって表される、患者の歯列の印象。
【図５】咬合記録を使用した、歯列内部の歯の要素を位置合わせするプロセスを示すワー
クフロー。
【図６】低解像度口内走査を使用した、歯列内部の歯の要素を位置合わせするプロセスを
示すワークフロー。
【図７】上歯列弓の歯の咬合表面を表す、仮想バイトプレートのスクリーンショット。
【図８】図７の仮想バイトプレートを使用した、位置合わせプロセスを実証するスクリー
ンショット。
【００１６】
　定義
　本明細書で使用する用語を以下に定義する。
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【００１７】
　「近心側（mesial）」とは、患者の湾曲した歯列弓の中心に向かう方向を意味する。
【００１８】
　「遠心側（distal）」とは、患者の湾曲した歯列弓の中心から遠ざかる方向を意味する
。
【００１９】
　「咬合側（occlusal）」は、患者の歯の外端部に向かう方向を意味する。
【００２０】
　「歯肉側（gingival）」は、患者の歯茎又は歯肉に向かう方向を意味する。
【００２１】
　「顔側（facial）」とは、患者の唇又は頬に向かう方向を意味する。
【００２２】
　「舌側（lingual）」とは、患者の舌に向かう方向を意味する。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　本発明は、歯科矯正治療モニタリング及び他の関連する用途において役立つ新しい画像
を提供するために、治療中の異なる時間において提供されるデジタル画像の位置合わせを
、いくつかの実施形態において、幅広く目的とする。より具体的には、本発明の一態様は
、第１デジタル画像からの要素と、第２の低減デジタル画像の対応する要素を位置合わせ
して、これらの新しい画像を得ることを目的とする。本発明の３つの実施形態、治療モニ
タリングワークフロー、治療評価ワークフロー、及び装具修正ワークフローがそれぞれ、
図１～３に示されるフローチャートに詳述される。これらのワークフローはそれぞれ、次
にいくつかの基本工程へと再分割することができ、これは、初期画像収集、データ処理、
治療及び低減画像収集、位置合わせ、並びに適用を含む。以下の説明では、上記の各工程
が今度は考察されるが、本発明は、例示される全てよりも少ない工程、例示されるよりも
多い工程、及び／又は示されるものとは異なる順序で表され得ることに留意する。
【００２４】
　初期画像収集
　本明細書で使用するとき、「歯列」とは、次の、歯の要素（歯冠及び歯根など）、歯肉
、骨、結合された装具、埋め込まれた装具、及び他の関連する解剖学的構造（治療中の特
定の時間に、三次元（３Ｄ）空間に位置付けられ、患者と関連する）の１つ以上の集合又
は部分集合として定義される。用語「デジタル画像」は、観察可能な３Ｄ画像を表す、画
定する、若しくはレンダリングするデジタルデータ、又は画像自体を含み得る。以下の実
施例では、用語「デジタル画像」及び「デジタルデータ」は、互換的に使用される。デジ
タル画像は、バックオフィスサーバー、又はワークステーション、例えば、デジタル画像
を操作することのできるプロセッサ、ユーザーインターフェース、及びユーザーがデジタ
ル画像を見ることを可能にするディスプレイを有する汎用コンピュータデバイスを使用し
て、保存、処理、及び／又は伝達することができる。コンピュータデバイスは更に、デジ
タル画像の多数のセットを保存することができ、コンピュータデバイスで実行されるソフ
トウェアに完全にアクセス可能な、メモリを含む。
【００２５】
　治療モニタリング、治療評価、及び装具修正ワークフローはそれぞれ、患者の歯牙構造
を表すデジタル画像の収集から始まる。図１～３のブロック１００として指定される、こ
の第１工程では、患者の歯列の第１デジタル画像が提供されて、ローカル又はリモートコ
ンピュータデバイスに保存される。デジタル画像は、患者の歯牙構造全体、上歯列弓若し
くは下歯列弓のみ、又は一方若しくは両方の歯列弓の一部のみを表し得る。患者の歯牙構
造の一部のみを表すデジタル画像が、例えば、治療モニタリングが歯の全体ではなく一部
を必要とする場合において、望ましいことがある。任意により、歯科矯正治療の開始時に
、例えば、歯列矯正装具を歯へと結合又は配置する直前又は直後に、第１デジタル画像が
提供される。いくつかの実施形態では、第１デジタル画像は、患者の歯だけではなくまた
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、ブラケット、又はこれに関連する他の歯科矯正装具の三次元形状を示す。歯科矯正装具
の幾何学的特徴は、以下に記載されるように、画像を互いに位置合わせするための目印を
提供することができる。
【００２６】
　いくつかの実施形態では、第１デジタル画像（ブロック１００）は、手持ち式口内スキ
ャナー、例えば、Ｂｒｏｎｔｅｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ，Ｉｎｃ．（Ｌｅｘｉｎｇ
ｔｏｎ，ＭＡ）によって開発され、ＰＣＴ国際公開特許ＷＯ　２００７／０８４７２７号
（Ｂｏｅｒｊｅｓ，ｅｔ　ａｌ．）に記載される、能動波面サンプリングを使用する口内
スキャナーを使用して提供され得る。また、他の口内スキャナー又は口内接触プローブを
使用することもできる。別の選択肢として、第１デジタル画像（ブロック１００）は、患
者の歯の凹型の歯科印象を走査することによって提供され得る。更に別の選択肢として、
第１デジタル画像（ブロック１００）は、患者の歯の凸型の物理的モデルを画像化するこ
とにより、又は患者の歯のモデル上で接触プローブを使用することにより提供され得る。
走査に使用されるモデルは、例えば、アルギネート又はポリビニルシロキサン（ＰＶＳ）
などの好適な歯科印象材から、患者の歯列の印象をキャスティングし、キャスティング材
料（例えば、歯科矯正石膏又はエポキシ樹脂）を歯科印象材に注ぎ、キャスティング材料
を硬化させることによって作製され得る。モデルを走査するために、Ｘ線写真、レーザー
走査、コンピュータ断層撮影（ＣＴ）、磁気共鳴映像法（ＭＲＩ）、及び超音波画像診断
を含む、任意の好適な操作技術が使用され得る。他の可能な走査方法が、米国特許公開第
２００７／００３１７９１号（Ｃｉｎａｄｅｒ　ｅｔ　ａｌ．）に記載される。
【００２７】
　歯の露出面を走査してデジタル画像を提供することに加え、歯列の隠れた特徴部、例え
ば、患者の歯根、及び患者の顎骨を画像化することが可能である。いくつかの実施形態で
は、第１デジタル画像（ブロック１００）は、これらの特徴部のいくつかの３Ｄ画像を提
供し、その後これらを共に「つなぎ合わせる」ことによって形成される。これらの異なる
画像は、同じ画像化技術を使用して提供される必要はない。例えば、ＣＴスキャンで提供
される歯根のデジタル画像が、口内可視光線スキャナーで提供される歯冠のデジタル画像
と一体化されてもよい。二次元歯科画像の三次元歯科画像でのスケーリング及び位置合わ
せは、米国特許第６，８４５，１７５号（Ｋｏｐｅｌｍａｎ，ｅｔ　ａｌ．）、及び米国
特許公開第２００４／００２９０６８号（Ｂａｄｕｒａ　ｅｔ　ａｌ．）に記載される。
特許となった米国特許第７，０２７，６４２号（Ｉｍｇｒｕｎｄ　ｅｔ　ａｌ．）、及び
同第７，２３４，９３７号（Ｓａｃｈｄｅｖａ，ｅｔ　ａｌ．）は、様々な三次元ソース
から提供されるデジタル画像を一体化する技術の使用を記載している。したがって、用語
「画像化」は、これが本明細書において使用される際、視覚的に明らかな構造の、通常の
写真画像化に限定されず、視界から隠れた歯牙構造の画像化をも含む。
【００２８】
　歯根の画像データと歯冠の画像データを一体化することによって、治療中に移動する歯
冠と歯根との間の関係をモニタリング及び／シミュレートすることが可能である。歯根及
び顎を含む情報はまた、治療専門化が、歯及び周辺の骨構造のより包括的な分析を提供す
ることを可能にする。例えば、患者の顎のＸ線写真は、剛直した（例えば、顎骨に融合し
た）歯の特定を補助することができ、一方でＭＲＩは、患者の歯肉組織の密度に関する情
報を提供することができる。更に、患者の歯と、他の頭蓋特徴部との間の関係に関する情
報は、各治療工程において、頭部の残りの部分に対する歯の正確な位置合わせを可能にす
る。埋め込まれた一時固定装置（ＴＡＤｓ）、又は歯科インプラントの位置に関する同様
の情報が収集され得る。走査、又は走査の組み合わせを実行することにより、これらの埋
め込まれた装置は、歯根に隣接する画像と共に、顎骨の三次元画像へと画像化及びマッピ
ングすることができる。上記の各走査技術は、歯科矯正医院、又は別の方法として院外で
実行されてもよい。
【００２９】
　データ処理
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　図１～３のブロック１０２は、ブロック１００から収集された未加工デジタルデータの
追加的な処理を表す。例えば、未加工データは、明らかなエラーを表すか、又は不必要で
あるいずれかのデータポイントを除去することによって任意により、「浄化（cleansed）
」されてもよい。例えば、隣り合うデータポイント同士に通常予想される幾何学的関係か
ら著しく外れたデータポイントを含む、歯表面を表すデータファイルを、データ処理ソフ
トウェアで修正することによって、誤ったデータポイントを除去することができる。更に
、欠けている歯のデータポイントをデータ処理ソフトウェアで追加又は推定することによ
って、データポイントによって画定される実際的な滑らかに湾曲した歯又は顎骨の形状を
形成することもできる。いくつかの実施形態では、デジタルデータは、Ｇｅｏｍａｇｉｃ
，Ｉｎｃ．（Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｔｒｉａｎｇｌｅ　Ｐａｒｋ，ＮＣ）などの提供元から
のモデル化ソフトウェアによって「表面化」されるか、又はデジタルポイントクラウドか
ら三次元表面へと変換されてもよい。行われる走査の種類によって、これらの表面は、裸
眼では見えない表面、例えば、歯根及び埋め込まれたＴＡＤｓの尾部を表す表面を含んで
もよい。隠れた構造を表す表面は、顎骨を表す表面内でネスト化されてもよい。
【００３０】
　またブロック１０２で表されるように、第１デジタル画像（ブロック１００）は次に、
別個の要素へと仮想的に分離され、それによって各歯が、別個のオブジェクトとして、別
々に動かされ得る。任意により歯の要素はまた、周辺の歯肉組織、及び骨から分離されて
、歯冠及び歯根の浮動三次元画像のみを残す。これは、ローカル又はリモートコンピュー
タデバイスで実行され、自動的に、又は操作者の干渉により実行される、市販のソフトウ
ェア、例えば、Ｇｅｏｍａｇｉｃ　Ｓｔｕｄｉｏ、及び／又はＧｅｏｍａｇｉｃ　Ｄｅｎ
ｔａｌ（Ｇｅｏｍａｇｉｃ　Ｉｎｃ．，Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｔｒｉａｎｇｌｅ　Ｐａｒｋ
，ＮＣ）を使用して実行され得る。この手順は、歯ではない構造においても、同様に実行
され得る。例えば、埋め込まれた装置、例えばＴＡＤｓは、周辺の歯周靭帯及び顎骨から
仮想的に分離され得る。歯の、個別の歯のオブジェクトへの分離を記載する別の方法は、
特許となった米国特許第６，６３２，０８９号（Ｒｕｂｂｅｒｔ　ｅｔ　ａｌ．）、同第
６，３７１，７６１号（Ｃｈｅａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．）、及び同第７，２４５，７５０号
（Ｃｅｒｍａｋ　ｅｔ　ａｌ．）に記載される。
【００３１】
　治療評価及び装具修正ワークフローにおいては、図２及び図３のブロック１０４によっ
て示されるように、望ましい位置における歯の目標デジタル画像が追加的に提供される。
好ましくは、ブロック１０４の目標デジタル画像は、第１歯列における歯を、望ましい位
置に、仮想的に移動することによって得られ、ブロック１００の第１デジタル画像と同じ
水準の詳細（例えば、同じ範囲及び点密度）を提供する。本明細書において「望ましい位
置」は、治療の終了時の最終的な歯の位置、又は別の方法として、中間的な治療目標に達
した際の歯の位置を表す。いくつかの実施形態では、各望ましい歯の位置は今度は、目標
デジタル画像内の分離した、別個の可動要素によって表される（ブロック１０４）。
【００３２】
　望ましい位置の、歯のデジタル画像は、様々な方法で提供され得る。一実施例では、治
療専門家はコンピュータデバイスのユーザーインターフェースと相互作用して、三次元（
「３Ｄ」）仮想モデルを見て、患者の歯の望ましい最終的な位置を手動で画定してもよい
。ブロック１００の第１デジタル画像が歯に結合される装具を既に含む場合、ブロック１
０４の望ましい歯の位置は、仮想アーチワイヤと装具を接続し、アーチワイヤが時間と共
にその通常の弛緩形状に戻る、予測される移動に基づいて、最終的な歯の位置を決定する
ことによって自動的に決定され得る。別の実施形態では、望ましい歯の位置を提供するこ
と（ブロック１０４）は、歯の全体的な集合を一方の顎の上で、対向する顎に対して並進
運動させて、顎手術の効果をシミュレートすることを含み得る。
【００３３】
　ブロック１００の第１デジタル画像が装具を含まない場合は、望ましい歯の位置は、仮
想的な装具を使用して得ることができる。例えば、ブロック１０４は、仮想的な装具を画
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定すること、仮想的に装具を歯の要素に結合すること、及び仮想的なアーチワイヤを使用
して歯の要素を望ましい位置に移動することを含み得る。一実施形態では、治療専門家は
、ローカルコンピュータデバイスを使用して、仮想的な装具、例えば、ブラケット、及び
バッカルチューブを選択し、仮想モデル上に配置する。このプロセス中、治療専門家は、
特定の幾何学的属性を具現化する仮想装具を選択し、またモデリング環境内で患者の歯上
の装具の位置を選択する。モデリングソフトウェアは、３Ｄ環境内で別々の物体として各
ブラケット及び各歯を操作し、対応するブラケットの歯に関連する座標系に対して３Ｄ空
間内で各ブラケットの位置を決定する。モデリングソフトウェアは次に、アーチワイヤと
標準的な歯列弓の形状との接続をシミュレートし、装具の選択された位置に基づいて歯の
最終位置を計算し、その最終咬合における仮想歯を表示する。
【００３４】
　治療専門家が歯の最終的な予測される位置に完全に満足しない場合、治療専門家はモデ
リングソフトウェアを使用して、仮想歯に対して１つ以上の仮想装具を移動させてもよい
。モデリングソフトウェアは、次いで、仮想歯上の仮想装具の修正された位置に基づいて
、仮想歯の新たな最終位置を計算及び表示する。これらの工程は、治療専門家がモデリン
グソフトウェアにより表されるような仮想歯の最終位置に満足するまで、所望の回数繰り
返すことができる。
【００３５】
　装具の位置付けの代わりに、治療専門家は、モデリングソフトウェアを使用して、仮想
歯を所望の位置に直接移動してもよい。いくつかの実施形態では、モデリングソフトウェ
アが次に、歯を所望の位置に移動するために、歯の上での装具の位置を計算する。各装具
の識別データ（例えば、商品名及び製造業者の品番）、歯の識別データ（例えば、歯の種
類及び口腔内での位置）及び患者データ（例えば、氏名、誕生日又は患者識別番号）と共
に、装具の望ましい位置を表すデータが、次いで、製造設備に送信され得る。このデータ
は次に、物理的装具を患者の歯に結合するための、ボンディングトレー、又はジグを調製
するために、製造設備によって使用され得る。好適なインダイレクトボンディングトレー
、及びインダイレクトボンディングトレーを作製するための方法は、例えば、特許となっ
た米国特許第７，０２０，９６３号（Ｃｌｅａｒｙ　ａｔ　ａｌ．）、及び同第７，１８
８，４２１号（Ｃｌｅａｒｙ　ａｔ　ａｌ．）、米国特許公開第２００５／００７４７１
７号（Ｃｌｅａｒｙ　ｅｔ　ａｌ．）、並びに同時係属米国特許公開第２００６／０２２
３０３１号（Ｃｉｎａｄｅｒ　ｅｔ　ａｌ．）、及び同第２００６／０２２３０２１号（
Ｃｉｎａｄｅｒ　ｅｔ　ａｌ．）に記載される。
【００３６】
　更に別の方法として、治療専門家の医院での、コンピュータデバイスは、患者の既存の
不正構造を分析するため、及び患者の歯における装具の望ましい最終的な位置の決定を補
助するために好適なサブプログラムを含み得る。ソフトウェアはまた、手で特定の不正咬
合を治療するために適切な装具を示唆又は選択するのを補助するためのサブプログラムを
含んでもよい。更に別の選択肢として、ブロック１０４における工程は、治療専門家の医
院から離れた場所にいる技術者によって実施されてもよい。例えば、製造業者の設備にい
る技術者が、当該技術分野における既知の基準に従って又は治療専門家によって予め与え
られた一般指針に従って、ソフトウェアを使用して仮想装具を仮想歯科用模型上に配置し
てもよい。
【００３７】
　一旦技術者が装具の位置及び得られる歯の最終位置に満足すれば、装具の位置を表すデ
ータに加えて仮想模型を、点検のために治療専門家に転送する。治療専門家は、次いで、
技術者の装具配置位置を承認するか又は必要に応じて装具を再配置することができる。治
療専門家は次に、上記のような、装具、歯、及び患者のデータと共に、仮想モデルを、製
造業者に転送して戻す。上記のように、歯の望ましい位置を、装具の、その最終咬合にお
ける選択された位置から得ることができる（１０４）。上記の方法のいくつかが、現在係
属中の米国特許公開第２００８／０２３３５３１号（Ｒａｂｙ　ｅｔ　ａｌ．）に更に詳
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細に開示されている。
【００３８】
　治療及び低減画像収集
　次に、そして図１～３のブロック１０６に示されるように、患者は矯正治療を続ける。
ブラケット及びバンドが患者の歯に接続される実施形態では、歯科矯正アーチワイヤが結
合された装具に接続されて、歯科矯正治療が開始されることがある。しかしながら、歯科
矯正治療の別の形態、例えば、アライナトレー（aligner tray）の、又は機能的装具の設
置などがまた使用されて、歯を移動するための力を付与してもよい。
【００３９】
　図３の装具修正ワークフローでは、ブロック１０７に示されるように、歯科矯正装具の
提示される仕様が追加的に提供される。好ましくは、この仕様は、ブロック１０６の歯科
矯正治療の過程の間において使用される装具を特徴付ける。いくつかの実施形態では、こ
の仕様は、歯科矯正装具の物理的寸法又は他の幾何学的態様を画定する一連の数値を含む
。例えば、提示される仕様（ブロック１０７）は、ブロック１０６における治療を開始す
るために、患者の中に配置されたカスタマイズされた歯科矯正アーチワイヤのための、一
連の、連続的に並ぶ障害物（in-and-out）の値、トルク値、及び角部分の値を含むことが
できる。使用される歯科矯正治療の特徴により、提示される仕様（ブロック１０７）は、
任意により他の装具、例えば、アライナトレー、カスタマイズされた歯科矯正ブラケット
、又は既製の歯科矯正ブラケットなどを対象としてもよい。
【００４０】
　図１～３のブロック１０８では、第２歯列を表す第２デジタル画像が次に提供されてい
る。好ましくは、この工程は、患者の歯が第２の構成となり、第２の歯の構成内の少なく
とも１つの歯が、第１の構成内に対応する歯と異なる位置にあるように、好適な治療期間
が経過した後に行われる。使用されるとき、「異なる位置」とは、第２の歯の構成内の歯
が、第１の歯の構成内に対応する歯に対し、三次元空間において回転及び／又は並進移動
していることを示す（即ち、用語「位置」は、ｘ、ｙ、ｚ軸空間における角度方向及び位
置の両方に関する）。
【００４１】
　第２デジタル画像は、２Ｄ若しくは３Ｄ用Ｘ線、ＭＲＩ、又はレーザー光線走査技術を
使用して患者を再走査し、デジタルデータを上記のように加工することによって提供され
得る。別の方法として、未加工データが、第２歯列を表す、凸型、又は凹型の物理的歯科
モデルを走査することによって提供され得る。
【００４２】
　好ましくは、ブロック１０８に示されるように、第２の歯の構成を表すデジタル画像は
、ブロック１００のデジタル画像と比較して、低減した画像である。本明細書で使用する
とき、所与のオブジェクトの２つの画像を比較した際に、一方の画像が、他方の画像より
も、少ないデータ、又は少ない詳細を含むとき、これは「低減画像」と称される。逆に、
他方の画像は、これが、「低減画像」に存在しない、オブジェクトに関する追加的データ
又は詳細を含むことに基づいて、「補足画像」と称される。低減画像の使用は、これらの
画像を保存するためにより少ないメモリを必要とし、これらを加工及び操作するためによ
り少ない計算能力を必要とするために、有利であり得る。低減画像を得るために、更によ
り著しく少ない時間が典型的には必要とされ、歯科矯正医院又は走査設備において、顕著
な時間の節約が生じる。より詳細には、低減画像は、図４～６、及び以下の記載に示され
るように、有利に提供され得る。
【００４３】
　図４の工程２２０は、バイトプレート２００を使用して、最新の歯の咬合表面が提供さ
れる、１つの代表的な実施形態を示す。バイトプレート２００は、顎がバイトプレート２
００を噛み締めた際に、下顎の最新の歯の構成内２４４の歯のいくつか、又は全ての形状
、位置、及び向きを記録する、可鍛性材料の単純なブロックである。好ましくは、及び示
されるように、バイトプレート２００は、上顎及び下顎の歯科印象を同時に獲得し、これ
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は、有利なことに、１つの顎の中の歯の位置と、両顎の間の歯の位置との両方に関する。
バイトプレート２００に使用され得る可鍛性材料としては、ワックス、アルギネート、ポ
リビニルシロキサン、アクリル、プラスチック、石膏、及び歯から係合離脱した際に歪ま
ない、他の任意の好適な歯科印象材が挙げられる。バイトプレート２００は、ほぼ矩形の
形状を有するものとして本明細書において示されるが、材料を節約するために、またほぼ
「Ｕ」字型の形状を有してもよい。歯の咬合表面を横断して延びる、可鍛性材料の、他の
任意の適度に平坦なスラブもまた使用され得る。歯科印象材が取られた後、歯科印象２０
２がバイトプレート２００に形成され、最新の歯の構成内２４４の少なくとも一部の三次
元表示が提供される。必要であれば、最新の歯の構成内２４４における、関心の歯の全て
を補足するために、２つ以上のバイトプレート２００が使用されてもよい。バイトプレー
ト２００の使用は、装具が歯に接続されている場合、装具とバイトプレート２００が互い
に干渉しないために、特に便利である。
【００４４】
　工程２２２に示されるように、第２デジタル画像２２４は、次にバイトプレート２００
を走査することによって提供される。これは、能動波面サンプリングを備えるスキャナー
、レーザー光線走査、接触プローブ、又は既述の他の方法のいずれかを使用して達成され
得る。任意により、画像２２４を生成する前に、未加工データが浄化され、表面化され、
及び／又は別の方法で加工される。多数のバイトプレート２００が使用された場合、多数
の画像２２４が存在し得る。多数の画像２２４は後に、ソフトウェアで記録され、互いに
再結合され得る。バイトプレート２００の走査は、歯科矯正医院で即座に行われてもよく
、又は別の方法として、スキャナーが利用可能でない場合、バイトプレート２００は、院
外で走査されてもよい。この実施形態における第２デジタル画像２２４は、最新の歯の構
成内２４４の咬合する歯表面のみを表すため、ブロック１００で提供される第１デジタル
画像と比較して、低減画像である。
【００４５】
　この実例、並びに図５及び図６で説明される、続く実例における単純化のために、第２
画像２２４は、最新の歯の構成内２４４の単一の歯を表す、断面図での単一の要素のみを
示す。しかしながら、第２デジタル画像２２４は、２つ以上の対応する歯を表す２つ以上
の要素を含み得ることが想到される。いくつかの実施形態では、第２デジタル画像２２４
は、最新の歯の構成内２４４における少なくとも３つの対応する歯を表す、少なくとも３
つの別々に可動の要素を含む。第２デジタル画像２２４が、治療中に動かないＴＡＤ又は
歯の特徴部に関連する少なくとも１つの要素と共に、上顎及び下顎の各歯における対応す
る要素を含む場合、特に有利である。顎骨に対して可動である歯の特徴部（例えば、歯）
と、顎骨に対して動かない歯の特徴部（例えば、ＴＡＤ）の両方を補足することによって
、治療中の異なる時間にとられる多数の第２デジタル画像２２４の要素を、単一の統一さ
れた座標系で位置合わせすることが可能となる。これは今度は、治療専門家が、後に記載
されるように、歯の構成の画像を重ね、歯の移動を数値化することを可能にする。
【００４６】
　図５の工程２４０及び２４６に表される、第２実施形態では、低減された解像度の口内
走査が使用されて、低減画像を提供し得る。ブロック１００に提供される第１デジタル画
像は、第１解像度で動作する口内スキャナーを使用して得られたものとする。工程２４０
において、第１解像度よりも低い第２解像度で動作する手持ち式スキャナー２４２が次に
、最新の歯の位置２４４における歯のいくつか、又は全ての表面を走査してもよい。走査
データは、任意により浄化及び加工され、次に、ブロック１００で提供される第１デジタ
ル画像のものよりも低い点密度を呈する第２デジタル画像２４８を得るために使用される
。低減した点密度のために、第２デジタル画像２４８における走査された表面は、ブロッ
ク１００の第１デジタル画像における対応する走査された表面と比較して、詳細を欠いて
いる（例えば、三次元メッシュ表示において、少ない数の三角形を有する）。そのため、
第２デジタル画像２４８は、ブロック１００で提供される第１デジタル画像と比較して低
減画像である。
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【００４７】
　第２デジタル画像２４８は、ブロック１００の第１デジタル画像によって表される歯列
の同一部分を表してもよく、又は、代わりに、同一部分の部分集合若しくは上位集合を提
供してもよい。即ち、第２デジタル画像２４８を生成するために走査される口腔の全体領
域は、第１デジタル画像（ブロック１００）に含まれるものよりも、大きな、又は小さな
領域を含んでもよい。明確さのために、第２デジタル画像２４８における関心の要素は、
走査された画像の他の要素、例えば、歯肉及び周辺組織から、デジタル処理によって「切
り取られ」てもよい。既述のように、最新の歯の構成内２４４は、上顎、下顎、又は両方
を同時に含んでもよい。任意により、スキャナー２４２は、咬合する歯の表面及び舌側の
歯の表面を画像化するために、最初に開いた状態で顎を走査し、上顎と下顎の歯の位置を
互いに関係付けるために閉じた位置で再度走査してもよい。ＴＡＤもまた、最新の歯の構
成内２４４に含まれてもよい。ＴＡＤが含まれる場合、スキャナー２４２は、任意のＴＡ
Ｄの先端部を追加的に走査してもよく、それによって第２デジタル画像２４８はＴＡＤの
位置を隣接する歯の位置と関連付ける。
【００４８】
　低い解像度の走査を使用して第２デジタル画像２４８を提供することには、他の利点が
存在する。主な利点は、所定の歯の構成に関して、低解像度の走査は、同じ表面積の完全
な、又は高解像度の走査よりも、早く達成され得ることである。この速度における利点は
、医師及び従業員のより短い待ち時間、並びに患者のより高い快適性へと繋がる。より速
い走査速度は、口内走査が、歯科矯正の予約によって定期的に行われている場合、一日の
過程全体を通しての、待ち時間の累積的な削減によって、歯科矯正医院がより多くの患者
を診察することが可能になるために、特に有益であり得る。次に、より低い解像度での走
査は、メモリ、データ処理のためのシステムリソース、及び最終的には短時間で口内走査
を達成するために必要なハードウェアにおける要求を緩和する。低解像度スキャナーはま
た、多くの歯科矯正医院にとって、高解像度スキャナーよりも、費用効率が高い傾向にあ
る。例えば、最初の走査は、院外において、高解像度スキャナーを使用して行われ、その
後定期的な口内走査が、歯科矯正医院において、より安価な低解像度スキャナーを使用し
て行われてもよい。
【００４９】
　第３実施形態において、及び図６の工程２６０及び工程２６２に示されるように、部分
的な口内走査が使用されて、低減画像を生成するために使用される３Ｄデータを生成して
もよい。バイトプレート２００と同様に、部分的な口内走査は、最新の歯の構成内２４４
における歯の一部のみを補足するために、低減画像を提供する。しかしながら、部分的な
口内走査は、歯の咬合表面に限定されない。部分走査は追加的に、歯の舌側若しくは顔側
、又は、咬合、舌側、及び顔側表面の組み合わせ、又は一部組み合わせを含んでもよい。
任意により、及び工程２６２に示されるように、部分的な口内走査は、部分的な舌側、顔
側、及び咬合表面の組み合わせを含む、第２デジタル画像２６４を生成することができる
。
【００５０】
　好ましくは、工程２６０における、走査される表面積は、最新の歯の構成内２４４の全
体表面積と比較して小さい。口内走査の施術者は、最新の歯の構成内２４４における、各
関心の各特徴部の重要な目印を補足することのみを必要とするため、走査に費やされる時
間は著しく削減される。いくつかの実施形態では、部分的な走査は、位相的に別個である
傾向にあり、手持ち式スキャナーによって便利にアクセス可能である、歯の咬合表面の走
査のみによって行われる。好ましくは、走査データは、歯列弓の全ての歯の咬合表面を含
み、各歯の要素の別個の位置合わせを可能にするために十分である（例えば、三次元空間
において、少なくとも３つの点を含む）。既に示されたように、口内走査を実行するため
の時間を短縮すること、又は口内走査の実行における困難を緩和することは、効率を向上
し、治療専門家と患者の双方に歓迎される。
【００５１】
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　従来的な歯科矯正治療の間に、最新の歯の構成内２４４が、歯に接続された装具を含む
ことは一般的である。ブロック１００の最初のデジタル画像がまたこれらの装具を含むと
、工程２４０、２６０でのこれらの装具の走査は、位置合わせの目的のために非常に有利
であり得る。これは、殆どの結合された装具、例えばブラケットが、非常にはっきりとし
た三次元構造又は形状を有するために、言える。そのため、これらの構造は、ブロック１
００の第１デジタル画像の要素を位置合わせするための目印を、治療において後に提供さ
れる画像の対応する要素に提供するために非常に適している。非常にはっきりとした形状
を有する結合された装具の走査はまた、目印の画定及び位置合わせの自動化を補助するこ
とがある。完全に結合されている場合には、更に、歯の表面全てを走査するのではなく、
単に装具を走査することが、位置合わせのために十分であり得ることが想到される。各装
具の位置及び向きが、最新の歯の構成内２４４の各歯に対して固定されているために可能
である。
【００５２】
　追加的な選択肢として、最新の歯の構成内２４４は、患者の顎骨に埋め込まれた、少な
くとも１つのＴＡＤの、曝露された先端部を含み得る。口内走査２４０、２６０にＴＡＤ
を含めることは、次の箇所で考察される、更なる固有の利点を提供する。
【００５３】
　位置合わせ
　それぞれ図１～２に表される、治療モニタリング及び治療評価ワークフローでは、ブロ
ック１１０において、位置合わせのプロセスが行われる。位置合わせは、多くの場合、一
方のオブジェクトの特徴部が、他方のオブジェクトの対応する特徴部の上に位置する（又
は一致する、若しくは整合する）ような、２つのオブジェクトの整合として記載される。
物理的な位置合わせは、実際のオブジェクトの間で行うことができるが、本明細書におい
て記載される実施例は、仮想的な位置合わせを記載しており、これはコンピュータデバイ
ス上のデジタル画像の間で行われる。
【００５４】
　ブロック１１０によって示されるように、第１デジタル画像（ブロック１００）の要素
は、第２デジタル画像２２４、２４８、２６４（ブロック１０８）の対応する要素と位置
合わせされる。位置合わせプロセスは、図４～６それぞれにおいて、単一の歯の要素の、
代表的な断面図において更に例示される。図４の工程２２６は、デジタル画像２２８を示
し、これは、第２デジタル画像２２４と位置合わせするために、反時計回りに回転される
、歯冠、歯根、及び周辺の歯肉の僅かな部分を含む。同様の方法で、図５の工程２４７は
、第２デジタル画像２２４と位置合わせされる第１デジタル画像２２８を示し、図６の工
程２６３は、第２デジタル画像２６４と位置合わせされる第１デジタル画像２２８を示す
。これらの例において示されるように、変形された第１デジタル画像２２８と、第２デジ
タル画像２２４、２４８、２６４との間の正確な位置合わせを可能にするために、データ
の合計量の僅かな部分のみが必要とされる。デジタル画像２２８に提供される詳細の程度
は変化し得る。例えば、デジタル画像２２８は、周辺の歯肉を含まずに、歯の要素自体の
み、又は別の方法として、歯の要素の一部、例えば歯冠のみを示してもよい。
【００５５】
　当然、第１デジタル画像２２８と、第２デジタル画像２２４、２４８、２６４との間の
位置合わせは、単一の歯の要素に限定されない。位置合わせされる画像が、多数の歯及び
／又は装具を表す、多数の要素を含む場合、対応する要素が対にされて、プロセスは、各
対に関して全ての関心の歯の特徴部が、共通の座標系において位置合わせされるまで繰り
返される。いくつかの場合においては、デジタル画像を提供するために異なる走査方法が
使用されたために、画像２２８と画像２２４、２４８、２６４との間において寸法の不一
致が存在する。寸法の不一致が存在する場合、一方、又は双方の画像を、これらが互いに
適切に位置合わせされるように、事前にスケーリングすることが更に必要であり得る。
【００５６】
　図３の装具修正ワークフローは、治療モニタリング及び治療評価ワークフローと、２つ
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の点において僅かに異なる。第１に、ブロック１１１において提供される位置合わせ工程
は、ブロック１０４の望ましい位置の歯の画像（即ち、目標デジタル画像）と、第２デジ
タル画像２２４、２４８、２６４との間で行われる。望ましい歯の位置の画像（ブロック
１０４）は、図４～６において明確に提供されていないが、ブロック１１１の位置合わせ
プロセスは、第１デジタル画像２２８と、第２デジタル画像２２４、２４８、２６４との
間の、先に示されたものと本質的に同じである。既述のように、望ましい位置の歯の画像
（ブロック１０４）は、好ましくは、第２デジタル画像２２４、２４８、２６４と比較し
て、補足画像である。
【００５７】
　第２に、治療専門家は、歯が望ましい位置に既に到達している場合、ブロック１１１の
位置合わせ工程を完全に迂回する選択肢を有する。ブロック１１２に示されるように、第
２デジタル画像２２４、２４８、２６４に対応する歯の構成は、まず、ブロック１０４の
目標の歯の構成と比較される。これらの２つのデジタル画像が、所定の許容誤差の範囲内
で適合する場合、位置合わせ工程は必要ではなく、ワークフローはブロック１１４の治療
の次の段階に進行する。一方で、デジタル画像が適合しない場合、プロセスは、ブロック
１１１に続き、ここで望ましい位置にある歯の画像の要素は、既述のように、第２デジタ
ル画像２２４、２４８、２６４における要素と位置合わせされる。
【００５８】
　ブロック１１０、１１１の位置合わせ工程は、目印の使用によって促進され得る。目印
は共通の点、点の連続、又は容易に特定できる表面であり、デジタル画像を互いに位置合
わせするために使用することができる。目印をつけることは、比較されるデジタルデータ
の量を低減させることによって、位置合わせのプロセスを単純化及び迅速化することがで
きる。２つの三次元オブジェクトを位置合わせするために、空間内の少なくとも３つの共
通の点が一般的に使用されるが、点の数及び点の間の間隔を増加させることで正確性を更
に改善することができる。目印は、単一の歯の構成の内部で、又は治療の異なる段階で２
つ以上の歯の構成の間で、デジタル画像を位置合わせするために使用され得る。いくつか
の実施形態では、目印は、手動によって作製される。例えば、望ましい目印を画定するた
めに、歯上の位置を選択するために、入力装置、例えばマウスなどを使用してもよい。
【００５９】
　また、既述のように、歯科矯正装具自体（又は歯に接続される他の物体）を、目印を画
定するために使用してもよい。例えば、装具を結合された歯に口内走査が行われると、ユ
ーザーはディスプレイでデジタル画像２２８、２４８、２６４を見ることができ、近心、
遠心、咬合、及び歯肉ブラケット表面を、目印として使用するために選択することができ
る。この場合、ブラケット縁部、角部、又は表面を目印として使用することは、これらの
ブラケットの特徴部が多くの場合、鋭く、はっきりとした境界を有するために、有利であ
り得る。いくつかの実施形態では、このプロセスはまた、第２デジタル画像の目印を特定
するために使用される。必要であれば、目印は、前のユーザー入力に基づくか、自動的若
しくは半自動的に作製されてもよい。例えば、画像分析方法を使用するコンピュータデバ
イスが、各歯の咬合歯冠表面上の先端位置を使用して目印を画定してもよい。あるいは、
装具が既知の形状を有する場合、コンピュータデバイスを使用して、画像２４８、２６４
、２２８における装具を自動的に特定し、その上に目印を画定してもよい。公開された米
国特許公開第２００７／０１４１５２５号（Ｃｉｎａｄｅｒ　ｅｔ　ａｌ．）に記載され
ているような、ユーザーが適用するマーカーによって得られるものなど、他の種類の目印
が可能である。
【００６０】
　一度目印が定められると、変形された第１デジタル画像２２８と、第２デジタル画像２
２４、２４８、２６４との間の対応する目印が一致するように、ブロック１００の第１デ
ジタル画像を、第２デジタル画像２２４、２４８、２６４に対して仮想的に一致させるこ
とによって、位置合わせが行われる。プロセスは、例えば、市販のソフトウェアパッケー
ジＧｅｏｍａｇｉｃ　Ｑｕａｌｉｆｙ（Ｇｅｏｍａｇｉｃ　Ｉｎｃ．から入手可能）の、
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「比較する」又は「最適整合」機能を使用して実行することができる。位置合わせは、第
１デジタル画像２２８の選択された表面を、第２デジタル画像２２４、２４８、２６４の
表面に整合させることによって行われる。位置合わせは、コンピュータデバイスが、所定
の許容誤差の範囲内の最適位置を決定する際に完成される。
【００６１】
　位置合わせは完全に自動化されているか、又はユーザー検証若しくは他の入力が要求さ
れ得るという意味で半自動化されていてもよい。いくつかの実施形態では、コンピュータ
デバイスは、変形された第１デジタル画像２２８の表面データから、少なくとも１つの所
定の目印を探し出してもよい（目印はブロック１００における第１の歯の構成内の歯の表
面又は装具上にあるように画定されている）。別の実施形態では、コンピュータデバイス
は、第２デジタル画像２２４、２４８、２６４の表面データから、少なくとも１つの対応
する所定の目印を探し出してもよい（目印は、最新の歯の構成内２４４における歯の表面
又は装具上にあるように画定されている）。一度第１デジタル画像２２８が、第２デジタ
ル画像２２４、２４８、２６４と位置合わせされると、コンピュータ装置は任意により、
画像２２８の座標系と、画像２２４、２４８、２６４の座標系とを位置合わせするための
数学的な変換を記録する。この情報は、治療中に生じる歯の移動の程度を表現するために
使用され得る。
【００６２】
　歯牙構造及び結合される装具と共に、工程２２６、２４７、２６３の画像要素の位置合
わせはまた、治療中に顎骨に対して移動しない構造体も含み得る。いくつかの実施形態で
は、これらの構造体は、口腔内構造物、例えば小帯（粘膜及びその下部組織のひだ）、皺
（口蓋上に位置する不規則な隆起部）、又は埋め込まれた装置、例えばＴＡＤを含む。埋
め込まれた装置では、口内走査によって提供される低減画像と、装置の埋め込まれた部分
を含む情報を提供する補足画像とを組み合わせることが特に有益であり得る。例えば、Ｔ
ＡＤの三次元先端構造の画像が、定期的に通院する患者を走査することによって提供され
、その後ＴＡＤの先端部及び埋め込まれた尾部の両方を示す、完全な三次元画像と位置合
わせされてもよい。ＴＡＤの先端部及び尾部の両方を示す完全な三次元画像は、事前に既
知であり、かつＴＡＤ製造業者によって提供され、挿入の前に装置を走査するか、又は挿
入後の任意の時点でＸ線写真、ＣＴ走査、ＭＲＩ、若しくは超音波画像診断を使用して患
者を走査してもよい。ＴＡＤの先端形状は事前に既知であるため、これはまた、コンピュ
ータデバイスに入力され、この装置と関連する目印を自動的に画定するために使用され得
る。
【００６３】
　第１デジタル画像２２８におけるＴＡＤを含めることは、多数の要素を含む画像を位置
合わせするために、特に有用である。ＴＡＤは治療中に動かない（又は最小限で動く）た
め、これらの装置は、顎骨に関連する固定された目印を提供することができる。これらの
固定された目印は、ひいては、治療中に最初にとられる第１の歯の構成の画像を、治療中
に２度目にとられる第２の歯の構成の画像と重ねることを促進する。更に、ブラケット及
び他の歯科矯正装具と同様に、ＴＡＤはこれらが、画像の互いの位置合わせ（ブロック１
１０、１１１）を促進する、正確に画定された形状を有するという点において有益である
。好ましい実施形態では、第１デジタル画像２２８が、歯の要素、加えてＴＡＤ要素の両
方を含む。第２デジタル画像２４８、２６４が、スキャナーを使用して提供された後、こ
れらの要素は、画像２４８、２６４における対応する要素と位置合わせされて、歯根に対
する、１つ以上の埋め込まれたＴＡＤの位置を示す合成画像が生成される。
【００６４】
　アプリケーション
　治療専門家の特定の必要性によって、位置合わせプロセスで提供される情報は、歯科矯
正治療計画の異なる態様を可能にする場合がある。正確かつ客観的である方法で、歯の移
動を数値化することにより、これらの方法は、治療専門家が、歯の移動をシミュレートし
、治療計画を立て、及び更に装具を構成することを補助することができる。治療モニタリ
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ング、治療評価、及び装具修正ワークフローは、それぞれ、特定の用途及び利点を提供し
、これらは以下でより詳細に説明される。
【００６５】
　図１に示される治療モニタリングワークフローでは、変形された型の第１デジタル画像
２２８が使用されて、治療専門家が見ることができる、デジタル画像（ブロック１１６）
が得られる。これは、図４～６それぞれの最終工程２３０によって更に詳細に例示されて
おり、変形された第１デジタル画像２２８に基づく、第３デジタル画像２３２の生成を示
す。第３デジタル画像２３２が使用されて、今度は、任意により、ユーザーによってディ
スプレイ上でスケーリングし、回転し、及び操作することができる、見ることのできるデ
ジタル画像を生成する。示されるように、第３デジタル画像２３２は、Ｘ線写真、ＣＴス
キャン、ＭＲＩ、又は超音波画像診断によって提供され得る、歯冠及び歯根部分、並びに
周辺の歯肉の部分の断面図を含む。第３デジタル画像２３２は、したがって、各第２デジ
タル画像２２４、２４８、２６４と比較して、補足デジタル画像である。
【００６６】
　必要であれば、このプロセスは、治療全体を通じて一定の間隔で繰り返され、時間の経
過に伴うこの歯の移動を図にする、一連の画像を提供してもよい。第３デジタル画像２３
２は、有利なことに第１デジタル画像２２８によってのみ制限され、第２デジタル画像２
２４、２４８、２６４によっては制限されない、完全性及び詳細の水準を有することは、
特筆すべきである。第３デジタル画像２３２は、診断、治療計画、及び治療専門家によっ
て適合するものとみなされる他の用途のために使用され得る。ここでは単一の歯について
のみ示されているが、（存在する場合は）ＴＡＤを含む最新の歯の構成２４４における各
歯牙構造が、治療中に歯牙構造が適度に均一の形状を維持する限りにおいて、同様に位置
合わせ及び再構成されてよい。好ましい実施形態では、第３デジタル画像２３２は、最新
の歯の構成２４４における各歯の要素を含み、単一の三次元モデルに一体化された、歯の
見える歯冠部分、加えて歯根の隠れた表面の両方を表す。第３デジタル画像２３２は、次
に、ディスプレイに表示されることができ、歯の相対的な位置を観察するために、スケー
リング及び回転されてもよい。他の診断ツール、例えば、２点間測定、及び断面化がまた
実行され得る。
【００６７】
　図２の治療評価ワークフローでは、治療専門家などのユーザーによる比較のために、実
際の歯の位置が、望ましい歯の位置と並置される。例えば、ブロック１１８は、望ましい
歯の位置を表すブロック１０４の画像と重ねられた、実際の歯の位置を表す第３デジタル
画像２３２を示す。個別の要素を互いに位置合わせするために使用された同じ原理が、合
成画像を互いに位置合わせするために同様に使用され得る。既述のように、第３デジタル
画像２３２及びブロック１０４の画像を位置合わせするために、ＴＡＤによって画定され
る目印、皺、又は治療中に動かない他の歯の特徴部が、好ましくは使用される。これらの
三次元画像は次に、ディスプレイで、市販のソフトウェア、例えば、Ｇｅｏｍａｇｉｃ　
Ｑｕａｌｉｆｙを使用して、重ねられ得る。画像を重ねることの代替として、ユーザーは
代わりに、画像を左右に表示するか、歯の位置の画像をトグルスイッチで切り替えて、第
１の歯の構成と第２の歯の構成との間の歯の移動を視覚化してもよい。
【００６８】
　この時点で、プロセスはブロック１２０へと続き、ここで２つの画像が互いに比較され
て、許容可能な適合が存在するかを決定する。この工程は、治療専門家によって実行され
てもよく、この場合、人が重ねられた三次元画像を回転及び操作し、ブロック１０４にお
ける望ましい歯の位置が達成されたかを主観的に決定し得る。他の実施形態では、治療専
門家の適切な監視の下で、コンピュータデバイスが自動的にこの決定を行ってもよい。例
えば、この決定は、望ましい歯の位置の周辺の、一定の絶対的な、又は相対的な許容可能
な範囲内における、適合に基づき得る。許容可能な適合が達成されると、プロセスは、ブ
ロック１１４による治療の次の段階へと続く。この時点において、治療専門家は能動的な
治療を終了し、新しい治療目標を規定し、新しい一連の望ましい歯の位置を得ることによ
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ってブロック１０４からプロセスを再開するか、又は、全体的に、全く異なるワークフロ
ーを開始することを選択してもよい。許容可能な適合が達成されない場合は、プロセスは
ブロック１２１に進み、治療専門家は、歯の構成を、ブロック１０４の望ましい歯の位置
に適合させるために、少なくとも１つの歯科矯正装具の調整を行う選択肢を有する。これ
らの調整が行われる場合、このときに、歯科矯正治療は、ブロック１０６に示されるよう
に続行し、プロセスが再開する。
【００６９】
　歯科矯正治療がＴＡＤ又は他の埋め込まれた装具を含む場合、このワークフローは、追
加的な利益を提供する。既述のように、埋め込まれた尾部を含む、ＴＡＤの完全な三次元
画像は、ブロック１００で、例えば、ＣＴスキャンを使用して、治療の始めに得られ、次
に、治療過程の間に口内走査２４０、２６０によって提供される同じＴＡＤの低減画像と
位置合わせされ得る。第３デジタル画像２３２は、したがって、ＴＡＤの先端部のみでは
なく、また、歯根に沿ったＴＡＤの埋め込まれた尾部も示す、合成画像である。これは、
治療の始めにおける最初の走査以外に、追加的なＸ線、又はＣＴスキャンが必要とされず
、放射線への曝露が最小限にとどめられるために、患者にとって有益である。この方法は
また、これが時間の経過に伴う、ＴＡＤに対する歯の移動を効率的に追跡するために、治
療専門家にとって非常に有益である。治療全体を通じた定期的な歯の移動の追跡により、
歯の移動をシミュレートし、ＴＡＤと歯との間の衝突を、これらが実際に生じる前に予測
することがまた可能である。
【００７０】
　いくつかの実施形態では、治療評価ワークフローは、目標の歯の構成と、第２の歯の構
成との間の、対応する歯の位置における差を測定して、治療の指針を提供することを更に
含む。一度実際の歯の位置の画像が得られると（ブロック１１８）、この治療の指針は、
実際の歯の位置の画像と、望ましい歯の位置の画像（ブロック１０４）との間の並進及び
回転の偏位に基づいて決定され得る。より具体的には、治療の指針は、２つの画像の間の
対応する歯の要素を対にし、各対における並進及び回転の偏位を測定することによって算
出され得る。任意により、治療の指針はまた、各歯について提供されるか、又は全ての歯
、若しくは全てよりも少ない歯にわたる平均として提供され得る。あるいは、治療の指針
は、最初の位置から望ましい位置までの歯の移動の進行度合いを示すパーセンテージとし
て表現されてもよい。例として、実際の歯の位置（ブロック１１８）と望ましい歯の位置
（ブロック１０４）との間の偏位が算出され、最初の歯の位置（ブロック１００）と望ま
しい歯の位置（ブロック１０４）との間の偏倚で除してもよい。
【００７１】
　装具修正ワークフローでは、位置合わせプロセス（ブロック１１１）が同様に使用され
て、仕様をブロック１０７で提示される歯科矯正装具へと修正する。ブロック１２２は、
目標のデジタル画像（ブロック１０４）の要素を、第２デジタル画像（ブロック１０８）
における対応する要素へと位置合わせするために使用される変換マトリックスを記録する
ことによって修正を得ることを示す。ブロック１２２のプロセスが、次に、第２デジタル
画像における対象の各要素に対して、典型的には最新の歯の構成２４４における各個別の
歯に対して繰り返される。変換マトリックス、又は一連の変換マトリックスが次に、全体
的に、又は部分的に使用されて、ブロック１０７の提示される仕様への修正が得られる。
各変換マトリックスは、望ましい歯の位置と、実際の歯の位置との間の並進及び回転の偏
位を完全に表現するため、このデータは、歯科矯正装具の仕様の連続的に並ぶ障害物の値
、トルク値、及び角部分の値に対する正確な修正を生じる。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、修正された仕様が使用されて、例えばＯｒａｍｅｔｒｉｘ，
Ｉｎｃ．（Ｄａｌｌａｓ，ＴＸ）によって提供されるものなどの、新しい、要求に応じて
曲がる歯科矯正アーチワイヤ（custom bent orthodontic archwire）、又はＡｌｉｇｎ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，Ｉｎｃ．（Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａ，ＣＡ）によって製造される
、ポリマーアライナシェルなどの、新しい取り外し可能な装具を作製する。他の実施形態
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では、仕様が使用されて、他のカスタマイズされた、固定された又は取り外し可能な装具
、例えば、歯科矯正ブラケット、バネ、矯正器具、又は機能的装具を作製する。更に別の
実施形態では、仕様は代わりに、治療専門家が既製の装具、例えばブラケットを選択する
ことを補助し得る。使用される装具の種類により、仕様が治療の他の態様を組み込むこと
がまた可能であり、例えば、トルク仕様が、歯科矯正ブラケットのアーチワイヤスロット
のトルク損失を克服するために「過剰修正」の関数を含んでもよい。更に他の実施形態で
は、仕様が使用されて、歯科矯正装具の構造を修正するのではなく、歯に対する装具の位
置を調節する。例えば、歯科矯正装具を修正する機能は、例えば、ボンディングトレー、
又はジグなどの装置を構成することによって行われてもよく、これは、装具を、歯牙構造
、例えば歯に対して位置付けて、提示される仕様を表現する。
【００７３】
　プロセスは、次に、ブロック１２４を続行し、ここで治療専門家は、提示される装具の
修正を受容するかどうかを決定する。修正が受容されると、次にブロック１２６に示され
る修正が行われる。修正された装具の挿入に続き、ブロック１０６に示されるように、歯
科矯正治療が次に再開する。逆に、治療専門家が装具の修正を受容しないことを決定する
場合、歯科矯正治療はやはりブロック１０６に従って再開するが、ただし、最新の歯科矯
正装具に変更は加えられない。
【００７４】
　これらのワークフローに記載される方法は、例としてのみ提示され、互いに相互排他的
ではないことが理解されるべきである。治療モニタリングワークフローの態様は装具修正
ワークフローに含まれてもよく、逆もまた同様である。同様に、治療評価ワークフローの
態様は装具修正ワークフローに組み込まれてもよく、逆もまた同様である。例えば、装具
修正ワークフローは、任意により、患者の最新歯列を示す第３デジタル画像を生じ、表示
する工程（ブロック１１０及び１１６）を含むように応用され得るが、これらの工程は図
３に明確に提供されていない。
【００７５】
　いずれかの従来の媒体に保存されるソフトウェアプログラムが、上記の方法のいずれか
を実行するようにプログラミングされ得る。いくつかの実施形態では、ソフトウェアプロ
グラムは、三次元デジタルデータにアクセスし、これをレンダリングして、上記の方法に
記載される三次元画像を生成する、レンダリングエンジンを含む。ソフトウェアプログラ
ムは更に、デジタル画像を互いに自動的に位置合わせする、位置合わせモジュールを含み
得る。三次元デジタル画像を生成し、画像を互いに位置合わせすることにより、それぞれ
、レンダリングエンジン及び位置合わせモジュールは、上記の治療モニタリング、治療評
価、及び装具修正ワークフローのそれぞれを促進する。
【００７６】
　ソフトウェアプログラムは、ＤＶＤ、フラッシュメモリ、歯科矯正医院における、バッ
クオフィスサーバー、若しくはワークステーションのハードドライブ、製造設備のサーバ
ー、又はこれらの組み合わせにインストールされてもよい。必要であれば、ソフトウェア
は、インターネットによって遠隔地からアクセスしてもよい。更に、ソフトウェアはまた
、Ｘ線写真、レーザースキャン、ＣＴスキャン、ＭＲＩ、又は超音波画像診断が行われる
、設備でインストールされてもよい。ソフトウェアは、関連する専門性の医院、例えば、
歯周医院、関連歯科医院、及び口腔外科医院にあってもよく、それによって治療計画及び
治療モニタリングの態様が、多数のユーザー間で共有され得ることがまた想到される。例
えば、口腔外科医は、患者の治療の過程の間にソフトウェアを使用し、歯科インプラント
又はＴＡＤの挿入の前に、歯根の位置を確かめてもよい。実証されるように、咬合印象材
２２０、低解像度走査２４０、又は部分走査２６０の使用は、所定の医院が、患者が来院
した際に、他の歯科専門医と共有することのできる、包括的な三次元歯科モデルを迅速か
つ効率的に生成することができるために、有利である。
【実施例】
【００７７】
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　上記の方法の態様は、以下の実施例によって更に実証される。歯科矯正用の石膏から作
製される、上顎及び下顎の物理的な歯科モデルが、現地の歯科矯正医院によって提供され
た。代表的な目的として、この歯科モデルは、所与の歯の構成内の、患者の歯牙構造をシ
ミュレートするために使用された。第１デジタル画像を調整するために、ポリビニルシロ
キサン印象材が、３Ｍ　ＥＳＰＥ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ）から入手可能なＰＯＳＩＴＩ
ＯＮ　ＰＥＮＴＡＱＵＩＣＫ（登録商標）印象材を使用して最初にとられた。歯科印象材
を９０秒間硬化させた後、これは歯科モデルから取り除かれて、Ｕｎｉｔｅｄ　Ｒｅｓｉ
ｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ（Ｒｏｙａｌ　Ｏａｋ，ＭＩ）からのＦ８２－３０２エポキ
シ樹脂からの複製の凸型モデルをキャスティングするために使用された。エポキシ樹脂に
不透明度を付与するために、これはＭａｇｎａｆｌｕｘ（Ｇｅｎｖｉｅｗ，ＩＬ）からの
、ＳＰＯＴＣＨＥＣＫ（登録商標）ＳＫＤ－Ｓ２　Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒ白色タルク粉末の
微細な層でコーティングされた。コーティングされたモデルは次に、Ｌａｓｅｒ　Ｄｅｓ
ｉｇｎ，Ｉｎｃ．（Ｂｌｏｏｍｉｎｇｔｏｎ，ＭＮ）からの、ＳＵＲＶＥＹＯＲ（登録商
標）ＯＭ－３Ｒ狭スペクトル可視光線レーザースキャナーを使用して走査された。スキャ
ナーによって提供される未加工のポイントクラウドデータが、次にＧｅｏｍａｇｉｃ　Ｓ
ｔｕｄｉｏを使用して表面化され、周辺の歯肉と共に、歯の三次元表面を生成した。やは
りＧｅｏｍａｇｉｃ，Ｉｎｃ．によって提供されるＧｅｏｍａｇｉｃ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｍ
ｏｄｕｌｅが最後に使用されて、歯の表面と歯肉の表面を仮想的に互いから分離して、個
別の、可動の歯の要素を生成した。これらの三次元の歯の要素は、位置合わせプロセスで
使用される補足画像を表す。
【００７８】
　低減画像を調整するために、３Ｍ　ＥＳＰＥ（Ｓｔ．Ｐａｕｌ，ＭＮ）からの、ＥＸＰ
ＲＥＳＳ　ＢＩＴＥ（登録商標）ポリビニルシロキサンから作製されるバイトプレートが
、新しい石膏の歯科モデルの上顎と下顎との間に配置された。次に顎を互いに強く押し付
け、バイトプレートの上顎及び下顎の咬合表面の歯科印象をとった。バイトプレートは次
に、ＯＭ－３Ｒ狭スペクトル可視光線レーザースキャナーを使用して走査され、物理的バ
イトプレートと同一の表面へと上記のように加工されたデジタル画像データを生成した。
図７は、下歯列弓の歯の咬合表面を表す、仮想バイトプレートを例示する。バイトプレー
ト画像、及び別個の三次元の歯の画像が次に、Ｇｅｏｍａｇｉｃ　Ｑｕａｌｉｆｙにイン
ポートされた。
【００７９】
　図８は、位置合わせプロセスを実証するスクリーンショットを示す。仮想バイトプレー
ト画像は、固定参照画像として選択され、ウィンドウパネル３００に示される。この実施
例では、上左側の第２小臼歯と対応するデジタル画像が、浮動画像として画定され、ウィ
ンドウパネル３０２に示される。Ｇｅｏｍａｇｉｃ　Ｑｕａｌｉｆｙの３－２－１整合機
能を使用して、デジタル歯画像が次に、最適アルゴリズムを使用してバイトプレート印象
画像と位置合わせされ、それによって、これらの対応する咬合表面が、互いに正確に重ね
られた。２つの画像の最終位置が、ウィンドウパネル３０４に示された。ここでは示され
ないが、他の歯が同様の方法で位置合わせされてもよい。この実施例は、バイトプレート
印象材のみを使用して、下左側第２小臼歯の歯冠全体を示す画像の位置合わせを実証して
いる。ウィンドウパネル３０４に示される咬合表面に基づく歯の構成内の残部を再構築す
るため、このプロセスの連続的な繰り返しが次に行われ得る。
【００８０】
　上記の発明は、明瞭さ及び理解を目的として図及び実施例によってある程度詳細に述べ
たものである。しかしながら、様々な代替例、改変例、及び均等物の使用が可能であり、
上記の説明は発明の範囲を限定するものとして解釈されるべきではない。また、本発明の
範囲は、特許請求の範囲及びその均等物によって定義されるものである。
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