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抄録：近年，CAD/CAMの技術が進歩し，インプ
ラントの上部構造には単冠や３ユニットブリッジだ
けでなく，ロングスパンのブリッジも削りだされる
ようになった。しかし，このようなロングスパンブ
リッジでは上部構造の不適合を招きやすい。そこ
で，本研究ではフルマウスリコンストラクションの
ためのジルコニアによるワンピースのコーピングを
製作し，植立部位による適合性を検証した。７つの
コーピングと７つのポンティックを有するフレーム
は ZENO Tec システム（WIELAND）にて製作さ
れ，マージン部の適合精度はシリコン印象材にて計
測された。
各インプラントのマージン部の印象材の厚みは９

－１２１μmであったが，インプラント間に有意な差
はみられなかった。CAD/CAMにより製作された
ワンピースのジルコニアコーピングの適合精度にば
らつきがみられたことから，臨床に用いる際には精
度を安定させる工夫が必要であると思われた。

緒 言

近年では金属アレルギーや審美的要求への対応と
してアルミナやシリカを主成分としたセラミック材
によるオールセラミック修復に大きな関心が寄せら
れている１，２）。オールセラミック修復の特徴には優れ
た生体親和性や，天然歯に類似した光の透過性と色
調などの高い審美性が挙げられるが，強度への懸念

からブリッジ適応の良否が問題とされる３，４）。さら
に，ろう着ができないことから広い範囲の補綴には
分割して対応せざるを得ないのが欠点であった。

セラミックス材の一つである酸化ジルコニウム
（以下：ジルコニア）は１０００MPa を超す曲げ強度と
高い破壊靭性３）を有し，生体親和性にも優れた材料
である５）。近年ではその特徴を生かし，金属の代わ
りに陶材焼付冠のコーピングやブリッジのフレーム
としても用いられている。さらに，大型のジルコニ
アブロックを用いることにより，広範囲におよぶ欠
損を単一のフレームで補綴することも可能となっ
た。

オールセラミック修復によるインプラント治療が
長期にわたり良好であるには，強度の問題とともに
高い適合精度も要求される。これまでに，各種オー
ルセラミック材の適合精度をさまざまな CAD/
CAM システムを用いて報告しているが，その多く
は単冠６，７）もしくは３ユニットブリッジ８，９）に代表さ
れる短いスパンのブリッジに関するものだけであっ
た。ジルコニアは高い曲げ強度を有していることか
ら，ショートスパンのブリッジだけでなく，ロング
スパンのブリッジへも応用が可能である。しかしな
がら，このようなロングスパンブリッジではインプ
ラントやポンティックの本数が増えるため大きな構
造体となり，上部構造の不適合を招きやすい。

そこで今回，インプラントによるフルマウスリコ
ンストラクションを想定したマスターモデルを用い
て，ZENOⓇTec システムにより製作されたジルコ
ニアフレームのマージン部における適合精度を計測
し，植立部位による差の検討を行った。
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材料および方法

１．マスターモデル
上顎のフルマウスリコンストラクションを想定し

た金属板を１８－８ステンレス鋼にて製作した。前
歯，小臼歯相当部にはレギュラーネックインプラン
ト（Straumann）のラボアナログ（ショルダー部直径
４．８mm，アルミニウム合金製）を４本植立し，大臼
歯相当部にはワイドネックインプラント（Strau-
mann）のラボアナログ（ショルダー部直径６．５mm，
アルミニウム合金製）を３本植立してマスターモデ
ルを製作した（図１）。支台歯は右側最後方支台歯を
１番とし，左側最後方支台歯を７番とした（図１）。
それぞれの支台歯には適応するサイズのセメント合
着用アバットメント（cynOctaⓇ，Straumann）を取
り付けた。
２．ジルコニアフレームの製作

ジルコニアフレームを製作するための CAD/
CAM システムには ZENOⓇ Tec システムを用い
た。本装置は，非接触三次元形状計測を行うスキャ
ナー部（ZENOⓇ Scan），フレームの設計のためのコ
ンピュータ，切削加工を行うミリング部（ZENOⓇ

Premium）およびシンタリング用ファーネス（ZE-
NOⓇ Fire）から構成されている。

マスターモデルを読み込むにあたり，チタンパウ
ダーを均一に吹き付け，マスターモデルをスキャ
ナーへ取り付けた。読み込みはラインレーザー（波
長６５０nm）と CCD（Dm２５０，３shape）にて行われ，
要した時間は２分であった。

１）フレーム設計（CAD）
読み込まれたデータはソフトウエアー（Dental

DesignerTM２００７：３Shape，Denmark）上で３次元画
像に描画され，この画像を用いてフレームの設計を
行った。コーピング間にはポンティックを配置し，
コーピングとポンティックの連結には棒状のコネク
ターを使用した。また，コーピングの厚さを０．７
mm，セメントスペースを４０μm と設定した。
２）削り出し（CAM）

削り出すブロックには，直径９８mm，高さ１４mm
の仮焼結ジルコニアを用いた。ブロックの中央部か
ら１個のフレームを削り出し，８個のブロックから
８個のフレームを製作した。削り出しには直径２．５
mm と１．５mm の２種類のバーを使用し，要した時
間は１８０分であった。

焼結は最高温度１４５０℃に２時間係留する計１１時間
のプログラムで行い，フレームを完成させた（図
２）。
３．辺縁間隙量の計測

コーピングの適合状態の印記には Coli ら１０）の方法
に基づき印象材を用いた。製作されたコーピング内
面に付加型シリコーン印象材（ImprintⅡ；３M
ESPE）を注入し，アバットメントをはずした後に
マスターモデルへ適合させた。フレーム上部から均
等に４．９N の荷重をかけ，室温２３℃で６分後にフ
レームを撤去した。さらに，色の異なる２種類のシ
リコーン印象材（Position Penta；３M ESPE，EX-
AMIXFINE；GC）を用いてコーピング内面の印象
材を裏打ちした。

図１ マスターモデル 図２ ジルコニアフレーム 矢印：コネクター
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製作された試料は近遠心的，頬舌側的に切断さ
れ，３種類のシリコーン印象材が断面から観察され
るようにした。計測部位は，ジルコニアコーピング
の最外縁とし，インプラントショルダー部の斜面と
の垂直距離を計測した（図３）。計測には実体顕微鏡

（KEYENCE：デジタル HF マイクロスコープ）を用
い，同一の測定者が３回繰り返し，その平均をその
部位における測定値とした。計測部位は一つの支台
歯につき，頬側，舌側，近心，遠心の計４部位とし
た。さらに，４部位の測定値を平均することによ
り，その支台歯の適合精度の値とした。
４．分析方法

測定値の分析は８試料について行った。一元配置
分散分析を用いて各支台歯における辺縁間隙量の検
定を行った。有意水準はｐ＜０．０５とした。

結 果

すべての支台歯の計測値で，最大値を示したのは
支台歯３でみられた１２１μm であった。また，最小
値は支台歯１と支台歯７でみられた９μm であっ
た。５０％のデータを表す箱形図の箱の長さは支台歯
１と２で長く，支台歯３と７で短かった。中央値に
関しては，支台歯２で最大値の９０μm，支台歯５で
最小値の３７μm であった（図４）。また，すべての支
台歯間における有意差は認められなかった。

考 察

これまでに，CAD/CAM システムを用いたオー

ルセラミック修復の適合精度６～９）が数多く報告され
ているが，その多くは単冠もしくは３ユニットブ
リッジについてであった。またオールセラミック
は，ろう着ができないため，フルマウスリコンスト
ラクションなどの広範囲におよぶ欠損では分割して
補綴するしかなかった。しかしながら，本研究で用
いた ZENOⓇ Tec システムは大型のジルコニアブ
ロックが使用可能であることから，ロングスパンの
ブリッジを削りだすことができるようになった。

そこで今回，フルマウスリコンストラクションを
想定して製作されたジルコニアフレームの適合精度
を計測し，植立部位による差について検討した。
１．実験方法について

支台歯の材質については，石膏模型７），エポキシ
樹脂１１），抜去歯１２）などがあるが，本研究では支台歯
としてインプラントのラボアナログを用いた。ラボ
アナログはアルミニウムが主組成であるため，エポ
キシ樹脂や石膏模型のような実験中の摩擦による表
面荒れや寸法変化などはおこりにくいと考えられ
る。また，ラボアナログは規格されたデザインゆ
え，抜去歯などにみられる個体差の影響は受けにく
く，適合精度を評価するにはインプラントは適した
支台歯であると思われた。

コーピングと支台歯との間隙量の印記には付加型
シリコーン印象材を用いた。他の方法として，セメ
ントを使用する方法もあるが，Beschnidt ら１２）も述
べているように，セメント材の流れが印象材に劣る
ことや不正確な位置に合着された場合には再度計測
が不可能であることなどから，印象材を選択したこ
とは妥当であると思われた。

図３ 辺縁間隙量の計測
ａ：辺縁間隙を表す印象材
ｂ：コーピングを表す印象材
ｃ：支台歯を表す印象材
矢印：辺縁間隙量

図４ 支台歯別の辺縁間隙量
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これまでの歯冠修復の適合精度に関する多くの研
究では，辺縁ならびに内面の適合精度６～１０）について
論じている。辺縁の適合に関しては垂直成分の辺縁
間隙量ならびに水平成分の適合すなわちオーバーハ
ング量が考えられるが，本研究では，ジルコニア
コーピングの適合精度として，辺縁間隙量を計測し
た。これは，歯冠修復物の適合精度を評価する際に
は，垂直成分である辺縁間隙量が従来より広く用い
られており６～１２），他の材料やシステムと比較する指
標となっているためである。
２．植立部位による差について

公田１３）は金合金ブリッジとジルコニアブリッジの
適合精度を調べ，金合金ブリッジでは鋳造収縮によ
り非連結部において適合精度が連結部より劣ると述
べている。一方，ジルコニアブリッジではいずれの
部位においても差はみられなかったとも報告してい
る。また，Kunii ら１４）は，ジルコニアによる５ユ
ニットブリッジの適合精度を計測し，支台歯の位置
による差はなかったと述べている。今回の結果にお
いても，植立位置による差はみられず上記の報告と
同様であった。これは，焼結前のジルコニアでは仮
焼結体が均等に分布しているため，焼結時の収縮が
均一に行われた結果であると考えられた。

Eden１５）らは陶材焼付け鋳造ブリッジの適合精度
について言及し，金属の種類やブリッジの長さ，す
なわち金属の使用量が適合精度に影響を及ぼすと述
べている。さらに，適合精度を上げるには埋没や鋳
造行程から生じる誤差を少なくする必要があり，こ
れには術者の経験に左右される面もあると述べてい
る。一方，ジルコニアによるコーピングの製作で
は，使用するジルコニアブロックの焼成時の収縮率
が決まっているため，使用したブロックにより適合
精度が左右されることは少なく，また今回の結果か
らも，ブリッジの大小，すなわち材料量が適合精度
に影響を与えるとは思われない。さらに，CAD/
CAM では，術者はブリッジのデザインのみを行う
ことから，従来の鋳造法と比較すると，CAD/
CAM によるワンピースブリッジの製作は，材料や
術者の経験値に左右されにくい製作方法であると思
われた。

コーピングの精度を左右する要因には，支台歯の
３次元計測，切削加工，ジルコニア焼結時の収縮な

どが挙げられる。支台歯の３次元計測法には接触方
式と非接触方式があるが，接触方式はスタイラスを
接触させて計測するため，計測に時間がかかること
やスタイラスの直径より小さい構造は読み込めない
等の欠点があるものの，高い精度を有するとされて
いる１６）。一方，今回使用した ZENOⓇ Tec システム
にみられるような非接触式は，レーザー光の反射を
利用して計測しているため，計測時間が大幅に短縮
されるが，レーザー光の乱反射や隣在歯や歯肉によ
るレーザー光の遮断などにより精度が劣るとされ
る１６，１７）。今回はブロック選択の理由により非接触式
を選択したが，支台歯がインプラントであることか
ら，２種類のラボアナログをそれぞれ単独で計測
し，このデータと読み込まれたマスターモデルの
データをソフトウェア上で１つにまとめることによ
り３次元計測の誤差を少なくした。

切削加工に関しては，削りだす際のバーの直径が
精度に影響するが，今回の計測部位の形態は直線で
あり，バーの直径による影響は少ないと考えられ
る。また，公田１３）によるとジルコニアは等方性の収
縮を示すと述べている。これらのことからも，
CAD/CAM によるコーピングの製作は精度の高い
ものが安定して作られると考えられるが，最大で約
１２１μm の辺縁間隙量を示すなど，計測値にばらつ
きがみられる部位もみられた。これは，ZENOⓇ

Tec システムの包括的な誤差と推察された。
臨床応用については，Felton ら１８）によると天然歯

では辺縁間隙量が１６０±１３０μm までは歯周ポケット
の深さに変化はなかったと報告している。また，
Jemt ら１９）は，インプラント上部構造の適合性と骨
吸収の関係を報告し，２７５μm の辺縁間隙量で５年
後では０．２mm の骨吸収がみられたと述べている。
今回の結果はこれらの報告を下回ったが，臨床では
印象採得や模型製作による寸法変化を考慮する必要
もある。また，計測結果にばらつきがみられたこと
からも，臨床応用する際には，適合精度を向上，安
定させる工夫が必要であることが示唆された。

結 論

CAD/CAM システム（ZENOⓇ Tec システム）を
用いてジルコニアによるワンピースブリッジを製作
し，コーピングのマージン部の適合精度を検討した
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ところ，植立部位による差は認められなかった。ま
た，それらの辺縁間隙量は９－１２１μm とばらつい
ていた。

本論文の要旨は，第３８回日本口腔インプラント学会総会
（２００８年９月１３日，東京）において発表した。

稿を終えるにあたり，計測の場を提供してくださった
PLATON JAPAN 神蔵 功社長，上念香織氏ならびに社員
の皆様に深甚の謝意を表します。
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Fitting accuracy of zirconia coping in full-bridge
―Difference in implant position―
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The number of clinical cases in which zirconia copings are used for implant superstructures has re-
cently increased． The progress of CAD/CAM technology has enabled the milling of not only single
crowns and 3-unit-bridges，but also long-span bridges． However，since the number of implants and pon-
tics increases in these long-span bridge cases，there is the possibility that the poor fitting of superstruc-
tures will occur． Therefore，in this study，we produced one-piece bridges using zirconia for full mouth
reconstruction，and evaluated their fit．

A master model was produced by fixing the labo-analogue of 7 Straumann implants． This master
model was laser-scanned into the CAD/CAM（ZENO Tec system，WIELAND）． A one-piece bridge with
7 implant copings and 7 pontics was designed on a computer． Eight one-piece bridges were cut from 8
zirconia blocks． To measure the marginal discrepancy in each implant，after injecting a vinyl polysilox-
ane impression material onto the internal surface of the copings，the bridge was set in the metal model，
and load of 4.9N was evenly applied to the framework． The thickness of the impression material in the
margin area on the medial，distal，buccal，and lingual sides of each implant was measured using a stereo-
scope．

Marginal discrepancy in each implant ranged from 9μm to 121μm． No significant differences were
noted among implants，however．

These results showed that the fitting accuracy of zirconia copings of long-span bridges ranged widely．
Therefore，some technical measures to reduce this discrepancy should be considered in clinical practice．

（The Shikwa Gakuho，１０９：４４～４９，２００９）
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