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近年,立体観察の方法としてC T像や連続切片像など

の二次元像より輪郭線を抽出し,三次元像を構築するシ

ステムが開発され,大量の二次元画像情報から三次元像

を再構築することにより体積(穴を除去した身の体積),

容量(穴の容積),表面積,二点間距離,物体座標上の位

置,三点のなす角度,切断面における測定など多くの項

目の計測が可能となった用)｡すなわち,正確な多量の

二次元の情報を待ることができれば,三次元的な観察が

可能になったことを意味している｡

従来,修復物の適合性を評価する場合に,その浮き上

がり量から推察したり33),支台と修復物を各々個々に測

定し計算上でその適合性を判断していた39)｡しかし,こ

れらの方法は-平面での適合を全体の適合に置き換えて

評価する見掛け上のものであり,全体の適合性が測定さ

れているわけではなく,より正確な修復物や補轟物を作

製するために全体的な適合精度の測定方法が希求されて

いる｡

*本論文の要旨は第243回東京歯科大学学会例会(平成3
年6月8日,千葉),第18回日本歯科理工学会学術講演会
(平成3年10月6日,岐阜)において発表した｡

一方,今日の歯科臨床でのメタルコアー(以下ポスト

と記す)の作製方法は,主として間接法が用いられてい

るが,その中でも特にポストホールの印象採待精度及び

模型の精度は,ポストそのものの精度や鼻終補額物の適

合性,更にはその歯牙自体の予後を左右するほど重要で

あると考えられる｡しかしながら,今までのポストの適

合性に関する研究は,原型から採得した印象を直接万能

投影機により計測する方法や規格写真により測定する方

法10-15)という二次元的な測定や,間接法にて作製したポ

ストを原型あるいは得られた模型に合着して切断し頑舌

的,近遠L､的に適合性を観察する方法16)などが報吾され

ているだけで,ポストホールを有する模型の精度や鋳造

体と模型との適合性を三次元的に検討した研究報吾はみ

られない｡

本来,ポストの様な嫡くて長い捕産物では,従来のよ

うに-平面的な精度を観察することよりも三次元的な変

形を観察し,その対応を検討することがよ′り重要と考え

られるoそこで,本研究ではポストホールを含む模型の

三次元立体再構築を試みた｡

対象物の三次元画像を得るための画像入力方法として

はCCDカメラ入力方法17)レーザートレース法18)探針
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トレース法,三角測量法甘20)など多くの方法が用いられ

ている｡しかし,ポストホールのような深い孔では近接

計測して入力することは困華であり,模型を非破壊的

(非侵襲的)に拙走することが必要であると考えた｡

そこで図1に示す本実験の概略の順に従い,実験Iと

して多量の二次元画像を待る方法およびその画像から三

次元立体再構築システム2ト25)を応用して三次元像を再構

築し,三次元測定の可能性,有用性について検討した｡

更に,実験IIではポストの変形に及ぼす要図として印象

採待時のポストホールの位置,ポストの長さ,石こうの

実験I　三次元立体再構築シテスムを応用した
ポストの計細方法

ポストホール印象採待(シラスコンパイトチェック)
4

印象包埋･直方体試料作製
ヾ･

凍結試料作製　　( 1時間)
晶

薄切試料作製　　(切片厚さ200 fi m)
D,

切片試料画像入力(1画素-10〃m)
D,

画像処遅後,ポスト三次元表示
,:･

再構築ポスト再切断
､〕

切断面垂心計測

実験Ⅱ　三次元立体再構築シテスムを応用した
ポストの変形の測定法

ポストホール印象採待(寒天-アルジネート連合印象法)
､LL

模型作製　　　　(硬質石こう)

&

模型ポストホ-ル印象採待(シラスコンパイトチェック)

4

印象包埋･直方体試料作製
＼二

凍結試料作製　　( 1時間)

ヰ

薄切試料作製　　(切片厚さ200 〟 m)
甚

切片試料画像入力( 1画素-10/zm)
旦

画像処聖後,ポスト三次元表示
量

再構築ポスト再切断
ilL

切断面重心計測

図1　三次元立体再構築法フローチャート

注入方向,放置方法や印象時の捕強ピン使用の有無につ

いての影響を,寒天-アルジネート連合印象法によりポ

スト模型を作製し,ポストの変形を三次元的に比較検討

することを試み,三次元立体再構築システムの有用性を

見出したので報吾する｡

実験I.三次元立体再構築システムを応用したポストの

計測方法の検討

1.実験材料および方法

今回の実験に使用したポストホール印象採待用金属原

型(以下金型と記す)と印象採待用塊格トレーを図2 -

1, 2-2に示す｡臨床的形状を考慮し,長さ30mmの

金型の端から15mm(中央部)と5 mmの位置に先席径

1.45mm,テーパー4-,長さが8mmのポストホールを

持っ金型を用意したO素準測定面としての金型上面は幅

7mmとした｡また,印象材の厚さを塊定するために溝

i
∫

30

10 .㈱ 5 .00

.00

; 1070

図2- 1　ポストホール印象採待用金属原型模式図

(単位mm)

図2 12　ポストホール印象採待用金属原型と切片試

料作製用塊格トレー
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を設定し,その高さは2mmとした｡ポストホールの印

象には豪付加塑シリコーンゴム賛印象材のシラスコンパ

イトチェック(ダウコ一二ング社製,略号SIL-B,窯

色)を用いた｡その印象の周囲を包埋するため,同じく

重付加型シリコーンゴム質印象材ハイドロフイリックエ

クザフレックスのインジェクションタイプ(GC社製,

略号HYE-I,薄茶色)を用いて画像処理用直方体試料

を作製した｡

この金型はポストホールが2ヵ所ある場合の影響も測

定可能になっているが,実験Iでは中央のホールのみ使

用した｡そのため,まず靖から5mmの位置のポスト

ホールをストッピングにて塞ぎ,上面を平らに成形して

使用した｡印象材の使用法はすべてメーカー辛旨示に従

い,ベースとキャタリストを等量ずつ繰和し,実験は23

± 1-C,相対湿度50± 5%の環境下で行った｡

初めに, SIL-Bを回転練和機にて20秒間機械株和し

た後,コントラエンジンに装着したレンツロ(N2リー

マー: LサイズNo.4,メルファー社製)を低速回転させ

て印象材を庄入し,約1/3室をシリンジにて金型上面

に十分に達人した.そして残りの約2/3室は25×25×

30mmのアクリル製規格トレー(図2-2)に壊塞後,ト

レーの上下面をガラス板にて圧接し直ちに37-C,相対湿

度100%の恒温恒温槽内で硬化させ,棟和開始から3分

後に金型から撤去した｡次にHYE-Iを用いてその周

囲を包埋し,そのまま20×20×30mmのアクリル製枠の

内部に包埋し,ガラス板にてトレーの上下面を圧接して

直方体試料を作製した｡図3には両端を切断して調製し

たポスト部印象と直方体試料を示した｡硬化24時間経過

後ドライアイス内で1時間凍結し, -45℃の環境下でミ

クロトームクリオスタット(共栄オリンパス社製)にて

切片厚み200^mの連続切片を約40枚作製した｡図4に

切断された切片試料を示した｡

次にこのように調製された試料より,三次元立体再構

築のためのコンピュータ画像処聾を行った｡図5には本

実験に使用した画像処理システム構成を示した｡多目的

画像処理装置のハ-ドウェアはイーサネットによりネッ

トワーク化された画像処理装置SPICCA-II {TVIP-

5100,画像メモリ512×512画素( 1画素8Bit256階調),

16面,画像間演算33msec, CPU ; NEC/PC-9801

DA,主メモリ5.6MB+180MIIH]⊃　620MB光磁気

ディスク:日本アビオニクス社製)並びにエンジニアリ

ングワークステーションAS4260C(主メモリ16MB+

420MBHD :東芝社製,略号EWS/AS-4260C)より構

成されており,ソフトウェアは画像処理ソフトウェア

図3　切断前のゴム質印象材試料(左:ポスト部印象
試料,右:直方体試料)

図4　ミクロトームにて切断された画像入力用切片試

料(切片厚み約2000m)　ト-｣ :20mm

IMAGE COMMAND5098(日本アビオニクス社製,略

号IC5098)と三次元立体再構築ソフトウェアシステム

TRKラトックシステムエンジニアリング社製,略号

TRI)を用いた｡まず,マイクロゲージをテレビカメラ

(FCD-10 :池上通信機社製)を通して画像処理ソフト
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-MBWWiM

- -- [蝣蝣蝣蝣蝣蝣蝣蝣蝣-J

図5　本実験で用いた画像処理システム構成

図6　切片試料拡大写真:　: : 5mm

IC5098を介して入力し, TRIを用いて実寸法変換(キャ

リプレーショ､ン)を行い,次に切片試料の画像をコン

ピュータに入力したo図6には切片試料の拡大像を示し

たo基準位置は虜格トレーとガラス板からできる直角部

(図中白矢印)を利用しており,全切片共通のものであ

る｡この基準位置を服次合わせながら画像入力,ファイ

ル保存を行った｡

次に原画像をSPICCA-I‖こて2値化処理するため,

AS 4260S/EWS

白
‥二二二

カラーモニター

ハードディスク装置420MB

図7　SPICCA-nを用いて2値化した原画像

濃淡画像入力(積分入力), 2値化処理(レベルスライ

ス), 2値画像処聾(粒子選択:襖小粒子除去,孤立点除

去), 2値画像処理(書込･消去)のIII!番で自動処理を

行った｡図7には2値化した原画像を示した｡更に待ら

れた2値画像の輪郭線自動線分抽出処理を行い,輪郭線

画像を作成した.図8には白動線分抽出輪郭線を示し

た｡その後, TRIを用いて各スライス画像の輪郭線接続

処理(ネットワーク処理)を行い,その三次元画像ファイ

-48　-
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図8　三次元立体再構築TR Iにて自動輪郭線処理

した輪郭線

図9　スライス画像の輪郭線接続処理ネットワーク
処理像

ルをイーサネットを介してEWS/AS-4260Cに転送し

て三次元表示を行い,更に壁面生成と陰影処理を行って

最終的な三次元再構築画像を待た｡図9には各々のスラ

イス画像の輪郭線接続処理(ネットワーク処理)倭,図10

には鼻柊的な三次元再構築画像を示した｡

次に図11の輪郭線模式図に示すようにまず切断面でポ

スト部と平面部を含む面上の端の任意の1点をTRI測

定機能を用いて3枚の切断面より座標を求め,それぞれ

をA, B, Cとした｡この3点をポストの根管口部を含

む蓋準平面とし,更に再構築されたポスト上席部分の輪

郭線上の点Pを測定した｡それらの座標を用いて図12の

模式図に示す3次元座標空間の3点A(ax, ay, az),

B(b,　　bz), C(cx, Cy, Cz)の座標から成る平面

に点P(px, py, pz)から垂線を下した時の交点Q(x,

y, z)を,

図10　ポスト三次元再構築画像

図11ポスト再構築像輪郭線模式図

図12　平面ABCに点Pから垂線を下した時の交点

Qを示した三次元座標空間模式図
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表1　三次元立体再構築法の再現性結果
寸法測定値

金型根管 口部実測値 2583〃m

同部位画像処聖測定値 2527〃m

重心座標変位(実寸法変換値: // m)

0 〃 m 部 (根 管 口 部 ) ( 0 . 0 0 , 0. 0 0 )

1 0 0 0 〃 m 部 ( 2 . 0 0 , 5. 3 3 )

2 0 0 0 〝 m 部 ( 4 . 0 0 , 5. 3 3 )

3 0 0 0 〃 m 部 ( 5 . 6 7 , 5. 0 0 )

4 0 0 0 〃 m 部 ( 8 . 3 3 , 6. 0 0 )

5 0 0 0 〝 m 部 ( 7 . 6 7 , 7. 3 3 )

6 0 0 0 〃 m 部 ( 8 . 3 3 , 6. 0 0)

7 0 0 0 〃 m 部 ( 9 . 3 3 , 6. 3 3 )

x-px+Zt. y-py+mt, z-pz+nt

ただし　* -(bj-ay)(cz-az)-(cy-ay)(bz-az)

m-(bz-az)(ex-ax)-(cz-az)(bx-ax)

n -(bx-ax)(Cy-ay)-(Cy-ay)(bz-az)

t-
Z(ax-px)+m(ay-py)+n(az-pz)

Z2+m2+n:

の式を用いて求めた｡そして,線分PQをZ軸として点

Qから1000〃mの等間隔に基準平面と平行な平面で,再

構築されたポストをTRIの測定機能を用いて再切断し,

IC5098を用いて切断面の直径と菱心座標を計測した.

それらの値とFa接金型を万能投影機(三豊社製)を用い

て計測して求めた直径とを比較すると共に, 1000〃m間

隔の重心座標を求め,再構築したポストの再現性を確認

したO尚,重心座標の結果は実寸値に変換し, 3回の繰

り返し実験を行い,その平均値を求めた｡

2.実験結其

表1に根管口部の実測値と画像処理後の測定値および

憂心座標の測定値を示す.再構築した画像から待られた

ポスト基部の計算上の直径の値は2527〃mであった｡ポ

スト金型の形態で計測可能部位はポスト根管臼部である

ことから,その直径を測定した.その結果は2583^mで

あり, 56^mの誤差が生じた｡重心座標の結果では,ポ

スト基底部の座標値をポストの根管口部(0 nm部)の位

置で(X, Y)-(0.00,0.00)とした場合, 1000vmの位

置で(2.00,5.33), 7000〃mで(9.33,6.33)とややポスト

上端で値が大きくなる傾向を示した｡尚,ポスト蓋部か

ら8000u rnの位置ではポスト上場部まで完全に再構築さ

れないため,垂心座標の計測はできなかった｡

3. #ァH

1)画像入力用連続切片試料作製方法について

連続切片試料を用いて三次元立体構築を行うにあた

り,最終構築像に最も重要な影響を与えるのは切片試料

の正確さである｡コンビュ-夕による三次元立体再構築

において要求される切片試料の条件は, ①完全な連続切

片が待られること②各切片間の連続性が保たれているこ

と③切片各々の変形,収縮,破壊が可及的少ないこと等

であるが,現在のところ変形が全く生じない切片標本作

製法は見当たらない5)とされている｡

そこでまず,画像入力する試料を正確に作製する方法

について検討を行った｡ポストホールの印象には間接法

精密印象で従来から経時的寸法安定性に優れ,硬化が

シャープ26)で様々なポストの印象採待精度に関する研究

10-13)においても優れた精度を示した重付加型シリコーン

ゴム薯印象材を用いることとしたo

次にゴム賛印象材で待られた印象から,いかに正確に

安定した数の切片試料を作製するかが重要な問題であ

る｡切片試料の作製にはミクロトームを用いることとし

たが,ゴム賛印象材が硬化しただけの状態では弾性があ

り,均一な厚みの切片を得ることは困難であるため,凍

結切片を作製することとした｡予備実験において印象体

を凍結する方法として,超低温の液体窒素内に印象体を

入れ瞬時に凍結し,切断することを試みたが,液体窒素

内に試料を入れることにより外表面と内部に急激な温度

差が生じるために亀裂が生じたり,内部気泡のため大き

く変形して,正確で安定した凍結試料が得られなかっ

た｡

そこで.液体窒素よりも昇華温度が-80-C付近と高い

ものの,常圧,無湿で物体を凍結できるという聾由でド

ライアイスを用いることにした｡直方体試料をドライア

イスブロック中に埋入させ, 1時間保持して凍結試料を

作製し,直ちに一45℃の環境下のミクロトームクリオス

タット内の標本固定器にTISSUE-TEK(MILES社

製)を用いて試料を固定し,切片厚み200//mの連続切片

を約3分間で約40枚程度作製した｡切片試料の各々の中

心部を光学変位センサー(Keyence社製)にて計測し,

その平均値が202//m(S.D. : 3. 8)でほぼ均一に薄切さ

れており,良好な達綻切片が待られていることから,画

像入力するための切片試料としての条件5)はほぼ満たし

ているものと考えた｡したがって,本実験においての三

次元立体再構築の縦方向( Z軸方向)-の影響は比較的少
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ないと考えられたので,その切片試料を用いて画像入力

を行うこととした｡

尚,切片厚みに関しては薄ければ薄いほど三次元画像

は正確となるが, 200//m以下に設定すると厚みの均一

な切片が待られず,また薄切時間が長くなるために時間

の経過とともに試料が暖まり,弾性を発現して切断不可

能となってしまった｡以上のことから本実験では,安定

した条件で多くの試料を待るための羨適条件として,顔

片厚みを200〃mと設定した｡

次に入力された画像を明確に分離するため(入力方法

については後述)〕予備実験として同様の聖工学的性薯

を備え種々の色調を持つ印象材の組み合わせで色の濃度

差(コントラスト)を検討した｡用いた組み合わせは,シ

ラスコンパイトチェック(黒色:略号SIL-B)と-イド

ロフイリックエクザフレックスインジェクションタイプ

(薄茶色:略号HYE-I),シラスコンパイトチェック

(窯色:略号SIL-B)とシラスコンフィットチェック

(白色:略号SIL-F),シラスコンインジェクションタ

ンプ(茶色:略号SIL-I)とレギュラータイプ(青色:略

号SIL-R)の3組について,同様の操作で作製された

試料の同じ部位をテレビカメラを通して入力し,

SPICCA-Iを用いてヒストグラム計測(濃淡計測)25)を

行ったoその結果を図13に示す｡ 2種癌の印象材の色調

の差がグレイレベルの差として他よりも明確に2つの

ピークとして分離できるSIL-B(黒)とHYE-K薄茶)

の組み合わせを用いることとした｡

2)画像入力方法について

三次元立体再構築法においてデータの入力方法は,読

料表面の情報を直接入力する方法と塊格写真撮影後に入

力する方法,連続切片試料のデータを入力する方法があ

る.今回の実験においては対象物となるポストホールの

形態上から試料表面を直接計測する方法17-19)は不可能で

ある｡そこでゴム質印象材で原型のレプリカを作製し連

255

100

SIL-B(黒) &HYE-I(薄茶)
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続切片試料を作製して三次元立体再構築システムを用い

て画像処理を行う方法が最適であると考えた｡

連続切片試料のデータを入力する方法として,写ま計

測法は被計測物である対象物全体を直感的に,翻寺に,

非接触で把擾できる方法であり,直接法では証明装置の

光量を一定にすることに多大の神経を払わなければなら

ないとされている27)｡しかし,写真撮影条件を設定して

撮影した後,記録された写真像からの入力者の判断に

よって画像解析するという2段階の煩雑な操作は撮影系

の光軸と試料との位置関係や光学系および感光材料の影

響,レンズの収差などによる像の歪みを考えると,より

多くの試料を短時間で客観的に観察するには一概に有利

ではないと考えられた｡また,試料を拡大してトレース

するという方法は入力者の判断によって行われ,通常デ

ジタイザー(タブレット)が多く使用されているが非能

率的であると考えられる｡

以上のことから本実験では連続切片試料をテレビカメ

ラから直接入力する方法を採用することとした｡まず,

テレビカメラを通してマイクロゲージを入力し, TRIを

用いてそのスケールを計測して1画素(1ピクセル) -

10Mmの精度でキャリブレーション(実寸法変換)後試

料の入力を行った｡切片試料入力は, spicca-eのIC

-5098を用いて可能な範囲で自動処理することにより,

作業の能率化とコンピュータの一定した客観的な判断が

行われることを目的としている｡入力画像の精度に影響

する薗子として2値化処聾の影響が考えられ,画像入力

時の基準を一定にするために,まず切断した1枚目の試

料を入力する時に積分入力した濃淡画像からの輝度の部

分を指定した後, spiccA-nの測定機能であるLook

up tableのレベルスライス法を用いて2値化したOその

後の入力はすべて同じ設定で行った｡尚,濃淡画像入力

するときの照明の電圧変化による濃淡画像の誤差は,積

分入力による加算回数を64回にすることにより, 2値化

100　　　　　　　　　　　　100

SIL-B(窯)&SIL-F(自) SIL-K茶)&SIL-R(育)

図13　ヒストグラム計測によるグレイレベル(濃度値)
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画像ではその影響を無視できた｡更にライティングの位

置や角度の違いによる影響を排除するために著者ら2S)が

前報で用いた方法に準じ,童初の入力時にコントロール

試料を用いて2値画像を作成し,その面積をSPICCA-

Hを用いて計測して確認の後入力を行ったo

三次元立体再構築を実施するためのもう-つの重要な

問題は,各切片間の位置合わせ,すなわち基準点の必要

性であるO　その多くは各切片問に共通で,一定の基準点

の設定をする方法が採られている29-31)｡しかし,本実験

の切片試料とした弾性印象材においては,予備実験から

印象材と異なる材薯のものを埋め込んでそれを基準とす

ることは,凍結固定後のそれらの硬さが異なり,更に印

象材との接着性のある材料がないために不可能であっ

た｡今村5)の見解によると,現時点において切片間の位

置合わせは人間の判断によって行わなければならないの

が現状であると述べている｡本実験においても,より正

確で客観的に画像入力するために基準となるマーカーは

特に埋め込まず,印象材の直方体試料の角にあたる部分

を位置合わせの基準として入力することとした｡ (図6

矢印部)まず1枚昌の試料でその切片試料の角とポスト

部にあたる輪郭線抽出を行った後,それらを画像ファイ

ルに記憶させておいて, 2枚目は1枚目の両者を蓋準と

して位置合わせをし,更に3枚目以降は1枚目の位置合

わせ基準と, -つ前の輪郭線ファイルを用いて位置合わ

せを行い,切片試料の角だけでなく,極力多くの輪郭線

を参考にして基礎データの入力を行った｡更に最終段階

でネットワーク処理後,全体像を捕らえることにより,

図14　ポスト切断時模式図

輪郭線修正して鼻柊的な位　合わせを行った｡

3)画像入力後の画像解析方法と再構築したポスト計測

結果の精度について

再構築されたポスト画像はあらゆる三次元計測が可能

ではあるが,他の再構築された画像と比較するための同

一基準面(点)がない｡そのために画像を計測するための

禾変の基準面(点)を設ける必要があるoそこで再構築さ

れたポスト基部は不変のものと考え,その蓋部を基準面

とすることとした｡

その方法としてまず図12に示したように三次元座標空

間上で任意の3点A, B, Cから成る平面に点Pから垂

線を下し,その交点Qの座標を求めた｡その手順は図14

に示すように入力データに基づいてCRT上でネット

ワーク表示された再構築物の輪郭線上で確認できる点

A, B, Cの3点とポスト上場部の輪郭線上の点P座標

をTRIにて測定を行った｡次に線分PQをZ軸として線

分P Q間の内分比を求める公式を利用して基準平面から

1000〃mの等間隔でZ軸上の任意の点を計算し, TRIの

切断機能で任意の点を通る基準平面と平行な平面の法線

ベクトルをキーボード入力によって求め,構築したポス

トを順次再切断した｡そしてIC-5098を用いてCRT上

に表示された切断面のポスト基部の直径と重心座標を計

測した｡この方法で計刺された再構築ポストと金型で実

測可能なポストの板管口部を計測した結果は直径で56

pmの誤差が生じた｡画像処理を応用した再構築物の精

度は理想的には対象物と全く同一のものが再現されるこ

とが望ましい｡しかし,実際には最終構築物を作製する

までの過程で様々な要図によって誤差が生じることが考

えられる｡

まず,試料作製段階においての要図として印象材の経

時的寸法変化,試料の凍結固定後の寸法変化が考えられ

るo垂付加型シリコーンゴム賛印象材は練和開始から15

分間に収縮のほとんどが終了して製品により若干の違い

はあるものの,約0.4%前後の総収縮が考えられると言

われていることから32)33)画像入力時の画像の取り込みに

おいて実際の寸法との誤差が考えられる｡

第二に切片厚みの限界によるコンピュータ画像解析方

法の限度が考えられる｡本実験においては試料作製上

200^mという表中可能厚さで切片試料を作製したこと

から,当然切片の厚みの画像はコンピュータ上で作成し

た画像となり,その誤差が生じる可能性がある｡

本来,三次元的に立体をより正確に再構築して,いろ

いろな視点からの計測を行うためにより精度を上げるに

はX, Y, Zの3方向に関して,それぞれ1 : 1 : 1の
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比率でしかも実寸法値が1 〃mならば1画素あたり, 1

FLmの読み取り精度で入力することが理想であることは

言うまでもない｡しかし,木村ら34)の用いたレーザー変

位計による結果においてもその誤差が±10〃m程度生じ

ることから三次元計測機器そのものにも限界があるもの

と考えられる｡例えば,本実験でのⅩ, Y座標について

は実体顕放鐘を用いた観察でⅩYステージの精度を1

〃mとし,輪郭線を1枚1枚丁寧に入力することは可能

であるが, 1試料につき約40枚の切片の測室が必要であ

るため,入力操作が大変煩雑で,入力者の判断に頼るこ

ととなるために誤差を生じる可能性も大きくなる｡更に

Z軸方向,即ち試料作製上切片厚みが200/xmであると

いうことから1画素の比率がZ方向に対してⅩ, Y方向

が余りにも異なるため, X, Y方向にのみ精度を上げて

も意味のない値となってしまう｡この精度を上げるため

には,より薄く正確な切片試料を作製することが必要だ

が,本実験の方法ではドライアイス内から凍結した試料

を取り出して切断することから,ゴム繋印象材が約6分

後には完全に元の硬さに戻るため,安定した正確な試料

が約50枚程度しか作成できない｡更に多くの試料を切断

するには,より低温の環境下で試料を常に一定の硬度を

保ち固定することにより切片試料を侍ることができる可

能性はあると考えられる｡しかし現実には,連続切片像

で立体再構築する方法の問題点をすべて満たして試料を

作製することtl¥今回の切呂宝式料作製方法のミクロトーム

を用いて1 p mの厚さで正確にゴム賛印象材を切断するこ

とは禾可能であった0

4)重心座標について

上述した理由から現時点のこの方法では,再構築した

ポストから待られた外側寸法,表面積,体積などと原型

とを厳密に比較することには限界があると考え切断面の

重心座標の計細を行った｡

すなわち,より多くの条件を客観的,能率的に画像処

聾を行うためⅩ, Y軸方向においては自動輪郭線抽出が

できる最小可能な精度( 1画素-lo〟m)で実寸法変換し

てポストの再構築を行い,ポスト基底面から10001ira.の

等間隔で再切断したそれぞれの断面の豪心座標を計測

し,更にその座標を実寸法換算して待られた結果でポス

トの三次元的表示の程度を検討することとした｡なぜな

らば,重心座標値は図形が相似形に変形する場合には全

く変化することがなく,常に同じ位置にある｡直接計測

した場合には前述の理由から大きな誤差が生じるのでポ

スト全体の計測は不可能であるが,今回の垂心座標の計

測結果ではすべてのⅩ, Y座標値が10ftml以下であった
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ことから,相対的な変化に対して垂心座標は大きな変化

がなく,重心座標を計測してポストの変形を比較検討す

ることは可能であると考えた｡

実験II　三次元立体再構築システムを応用した/1*ストの

変形の測定

1.実験材料および方法

実験Iで確立した測定方法を用いて表2に示す要因が

ポストの変形に及ぼす影響について検討を行った｡すな

わち,印象採得時のポストホールの位置,ポストの長

さ,印象採得時の補強ピン使用の有無,模型材淫人後の

印象放置角度の違いがポストホール印象採得後の模型上

での精度に及ぼす影響について,それぞれの水準を組み

合わせて実験を行った｡使用した材料を表3に示す｡印

象用トレーは圧接時に金属原型の上端部分との間隙が2

mmになるものを使用したo補強ピンはステンレスワイ

ヤーの入った置径0.2mmのラジアルピン(デントロニク

ス社製)を使用しポストの長さより2mm長く設定して

用いることとした｡

表2　寒天-アルジネート印象法でのポストホール印
象採待時の変形に及ぼす要因

要 因 水 準

A ポス トホI ル位置 A 1 :端か ら5 m m

A 2 : 中央部

8 m m

B 2 ‥10 m m

C l :有 り
C 2 :無 し

D i : 0ー

D 2 : 300
D 3 ‥450

B ポス トの長さ

C 印象時の補強ピン使用の有無

D 模型材淫人後の印象放置角度

表3　実験材料

材 料 商 品 名 製造業者 L ot N o.

(印象材 )

[印象採待用]

寒天 印象材 デントロイ ド デントロニクス 040308

アルジネー 卜印象材

[画像処 理用]

重付加塑 シリコ】ン

ハナコ} ルSE 日本歯研 0011127

ノイドロフイリツク G C

夕ウコI ニング

0 70111

089253

ゴム賛印象材

(石 こう)

硬 石 こう

エクザフレックス

バイトチェック

ニユI プラスト ン G C 31100 1
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図15　ポストホール印象採得用金属原型と連合印象
用トレー

図15にはポストホール印象採得用金型と連合印象用ト

レーを示した｡それぞれ魂から5mmと15mm(中央部)

にポストホールが形成されており,ポスト長は8mmと

10mmである.まず,ポスト長8mm,ポストホール位

置15mmの金型より印象採待を行って,石こう模型を作

製し,この模型におけるポスト部分の変形を検討した｡

この印象採待を行う場合, 2本のポストホールの印象を

同時に採待するのではなく, -方はストピッングにて封

鎖し片方のみ印象を行った｡寒天印象材は通法にした

がってゲル化し60℃の貯蔵槽で15分以上貯蔵したものを

用いた｡金型は寒天の冷却を防ぐためと口腔内を想定し

37℃に加温した｡まず,アルジネート印象材をメーカー

指定の混水比で練和したo繰和は均一な練和を行うため

機械練和とした｡そして寒天印象材をシリンジでポスト

ホールに注入し金型上面の溝の部分に一様に盛り上げ,

アルジネート印象材を盛ったトレーを圧接した｡印象採

待後直ちにメーカー指示通りの温水比で練和した石こう

泥を一方向からトレーの高さまで達人した｡ (達人方向

をⅩ方向とするO)石こう庄人後,印象放置角度の影響

を検討するため水平, 30度, 45度(以下0-, 30-, 45-

と記す)の3条件の放置角度を設定したO同様な実験を

ポスト長10mmの金型についても行ったが放置角度は

0◇　と450　のみとした｡更にポスト部の印象材を強化す

るために臨床で用いられている補強ピンの効果を検討す

るため,すべての条件で捕強ピンを使用した場合も行っ

た｡その後の処理は図1に示す通りに行ったoすなわ

ち,コンピュータ画像処理を行うにあたり,完成された

模型に再窮されたポストの印象を,重付加型シリコーン

ゴム賛印象材シラスコンパイトチェックを用いて印象採

待し,その印象の周囲をハイドロフイリックエクザフ

レックスを用いて包壊し直方体試料を作製して実験Iと

同様の方法で画像処理用切片試料を作製した.

次にテレビカメラを通して画像入力を行い,コン

ピュータによる画像処理を行った｡更に求めた重心座標

を同じ座標系で比較検討するために,まず輪郭線上で確

認できる基準平面の角にあたる部分の座標A(ax, ay)

とB(bx, by)を求め,その線分にポストの垂心座標P

(x, y)から垂線を下し,その交点を0(Ⅹの　yO)と

し,この座標を,

X-(x-xo)cosa-(y-yo) sina

Y-(x-Xo)sinai(y-jo) cosa

[tan (-a)-(by-ay)/(bx-ax)]

の式を用いて- α度回転させて平行移勤を行い,

ⅩY座標系の原点0へ移動した｡同様の方法で点P

(x, y)をⅩY座標系に変換し,それぞれ重心座標の画

素値に実寸法換算を行い比較したoそのⅩ y座標とⅩY

座標との関係を図16に示す｡それぞれの条件で3回繰り

返して試料作製および計測を行い平均値にて結果を示し

た｡

2.実験結果

図17にポスト長8mm,ポストホール位置5mm,放

置角度450 ,補強ピンなしの条件から待られたコン

ピュータ画面上に再構築された三次元再構築像を3方向

から観察した合成写真を示す｡また, XYZ表示系を用

いて重心の変化を示したグラフを図18に示す｡グラフの

Ⅹ軸の正方向は石こう注入後トレーを傾斜させた方向を

示し, Y方向は石こう注入方向と直角方向を示し, Z方

向は基準平面に対して垂直方向を示す｡

この場合,変位程度や方向は非常に良く確認できるが

各条件での量的変化は明確でない｡そこでこの変化量を

より明確にするため実験結果を三次元的に分析し,それ

ぞれⅩ軸, Y軸, Z軸の3軸方向から観察して投影した

室を二次元座標で示す方法を用いた.

尚,切片試料作製時と画像処理上の制約からポストの

先席まで画像処理上での切断を行うことができなかった

ので.確実に表示できる位置として8mmのポストでは

6000//m(6. 0mm)の位置まで, 10mmのポストでは8000

〃m(8. 0mm)までをその平均値で示した｡

図19にはポスト長8mm,ポストホール位置5mmの

条件で,図20にはポスト長8mm,ポストホール位置15

mmの条件で,放置角度及び補強ピンが印象採待精度に

およぼす影響の結果を示すo太線が捕強ピンなしの条

件,細線が補強ピンありの条件を示し,点線が石こう注

入後, 0- (水平)に放置したもの,横線が石こう注入

後, 30-　に傾斜させ放置したもの,実線が石こう達人
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図17　変形したポストの三次元再構築画像

後, 45-　に傾斜させ放置したものを示す｡図19のポスト

ホール位置5mmの条件では補強ピンなしの場合, 0㌦

SOD , 45◇　と放置角度を大きくしていくにしたがって

6000fim(6.0mm)の位置で0.29, 0.72, 1.91mmと大

きく傾斜方向に変位していた｡また,その傾斜は0-,300

の場合1000//m(1. 0mm)付近から始まり,漸次変位室

が増加した｡そして450では1000〃m(l.0mm)付近で

も大きく変位し高位で更に大きく変位していた｡補強ピ

ンありの場合,最も変化の大きかった45◇傾斜の場合で

も補強ピンなしのOo　とほぼ同じで6000〃m(6.0mm)

の位　で約0.28mm程度の変位しか示さなかった｡ Oo

では約0. 11mmの変位であった｡またY方向には傾斜さ

せていないが補強ピンなしの450傾斜では0.45mm以上

の変位がみられた｡補強ピンありでは300傾斜で約0. 18

図18　X, Y, Z方向にプロットした斜眼図模式図

mmの変位を認めた｡

図20はポストホール位置15mm(中央部)の結果であ

る｡図19のポストホール位置5mmと同じく傾斜角度が

大きくなるにしたがって変位量が大きくなり, Ⅹ方向の

変位で鼻も大きな変位を示したが放置角度450の補強ピ

ンなしの条件でも6000〃m(6.0mm)の位置で約0.71

mmの変位であった｡また補強ピンを入れることによっ

てすべての傾斜角度で約V2の変位になったo

図21, 22にはポスト長10mmの結果を示す｡ポスト長

8 mmにおいて捕強ピンなしの条件では放置角度が450

の時に最も大きな変位を示し, 300の時に減少傾向がみ

られ, Ooにおいて最も変也が小さくなることと,補強

ピンありの条件ではどの放置角度の場合でも大きな差が

みられなかったことからポスト長10mmについてはOo

と450　についてのみ比較検討を行った｡図21はポスト

ホール位置5mm,図22はポストホール位置15mmの結

果である｡図21のポストホール位置が5mmの場合,捕

強ピンなしが最も大きな変位を示し,蓋準面から8000

〃m(8. 0mm)の部位でⅩ方向に1. 46mmの変位を示し

た｡しかし,放置角度をOo　にした場合,また補強ピン

を使用した場合にはⅩ方向への変位は0. 35mmJl下の変

位にとどまった｡補強ピンなしの45◇傾斜の場合はY方
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0.5　　1.0　　1.5　　　2.0　　　0　0.3

放置角度450

-I-放置角度300
---放置角度　oo
太線:補強ピンなし
細線:補強ピンあり
単位:mm

図19　ポスト印象採待精度におよぼす放置角度及び補強ピン
の影響(ポスト長　mm,ポストホール位置5mm)

放置角度450
放竃角度　oo

太線:補強ピンなし
細線:補強ピンあり
単位:mm

図21ボス斗印象採待精度におよぼす放置角度及び補強ピン

の影響(ポスト長10mm,ポストホール位ァ5mm)

向め変位は0. 20mml以下で他の条件と同様小さな変位で

あらた｡図22のポスト位置15mmの場合,補強ピンな

し, 450傾斜の条件で基準面から8000〃m(8.0mm)の

位置での変位は0. 76mmでポスト位置5 mmの場合の約

1月の変位になった｡放置角度をOo　にした場合にはポス

ト位置5mmとほとんど差がなかった｡また補強ピンを

使用した場合,放置角度450　で0.20mm, 0◇　で0.07

mmとほとんど変位を示さなかった｡ Y方向への変位は

補強ピンなしが約0. 12-0.20mmを示し,捕強ピンあり

の450傾斜で0.13mm, Oo　の時　3.02mmとほとんど

変位を示さなかった｡

0.5　　1.0　　1.5　　　2.0
Ⅹ

放竃角度450
---放置角度300

放　角度　oo
太線:補強ピンなし
細線:補強ピンあり
単位:mm

図20　ポスト印象採待精度におよぼす放置角度及び補強ピン
の影響(ポスト長8mm,ポストホール位置15mm)

放置角度450
---放置角度　Oo
太線:補強ピンなし
細線:補強ピンあり
単位:mm

0.5　　1.0　　1.5　　　2.0

図22　ポスト印象採待精度におよぼす放置角度及び補強ピン

の影響(ポスト長10mm,ポストホール位M15mm)

3. mm

1)ポストの印象採待精度に及ぼす石こう淫人後の放置

角度の影響について

今回の実験において石こう庄人後の放置角度の影響を

検討した理由は,臨床において一本だけのポスト部の印

象を行う場合には石こう淫人後その印象部分を平面に対

して垂直にすることは可能であるが,多数歯にわたって

印象を行う場合ポストの歯軸が異なるために禾可能であ

る｡更に印象用トレーの底面は印象時の唆合平面とほぼ

平行になることから解剖学的にポストの歯軸の傾斜とト

レー底面とは必ずしも垂直にはならないことが考えられ
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放置角度450
1--放置角度300

放Fui角度　Oo

太線:ポスト位置　5mm
細線:ポスト位置15mm

x　単位:mm

図23　ポスト印象採待精度におよぼす印象中の位置及び放置

角度の影響(ポスト長8mm,捕強ピンなし)

る｡ゆえに石こう注入後ポスト部の印象には石こうの重

室が加わることとなる｡従って石こう庄人後の放置角度

の影響を明らかにすることはポストホールを含む模型を

作製する上で重要と考えた｡

図23, 24のグラフは,変位の大きかった補強ピンなし

の条件でのポストホール位置と放置角度がポストの印象

採待精度に及ぼす影響について示しているo図23で示さ

れているようにポストホール位置が5mm, 15mmとも

に放置角度におけるそれぞれの変位は同じ傾向を示した

が,放置角度450の時にはポストホール位置が5mmの

時に最も変位が大きく, Ⅹ方向の先端部位で1. 91mmの

変位を示した｡また, Y方向へはポスト位置5mm,放

置角度450　の時に先端部で0.45mmの変形を示してい

るo　ポスト位　が5mmの時に放置角度を450　にする

と,石こう達人方向並びに傾斜させた方向へ大きく変位

傾向を示し, 15mmに位置させた場合においても同様な

傾向を示すことから補強ピンがない場合には放置角度が

大きくなると,ポストの印象の側方から石こうの重室が

かかることによりⅩ方向へかなり大きく変形するものと

考えられる｡更にY方向においても特にポスト位置5

mm,放置角度45㌦　補強ピンなしの条件の時にはその

他の条件と比較して先端部でやや変位が大きくなってい

る｡これは石こう注入時にポストの印象が石こうの重

義,更にポストホール位置が端から5mmであることか

ら石こうを住人していく時に印象下部に石こうが溜ま

り,逆流することによりポストの印象をあらゆる方向,

すなわち三次元的に大きく変形を招く可能性があること

と考えられる｡

放　角度450
放置角度　oo

太線:ポスト位置　5mm
細線:ポスト位置15mm
単位:mm

図24　ポスト印象採待精度におよぼす印象中の位置及び放置

角度の影響(ポスト長10mm,補強ピンなし)

図24におけるグラフはポスト長10mmの結果を示して

いるが両位置とも,放置角度におけるそれぞれの変位

は,ポスト長8mmとほぼ同様な傾向を示した｡

今までのポストの印象採待精度の研究方法は,トレー

として用いたブロックゲージの金属原型上面に対する面

の一辺を蓋準とし,ポストの印象を直接計測していたり

10)規格写真撮影によりプラスチック製のガイドを用い

て,印象採待後のポストの印象郭を直接写莫撮影して更

に万能投影機で計測するという方法であった11-13)｡すな

わち印象撤去時の寸法変化を測定しポストの印象採待精

度としていた｡これらの方法によると,寒天-アルジ

ネート連合印象で約0. 4mmと今回の結果と比較して非

常に小さな値を示している｡また他の弾性印象材では非

常に小さな変位しか示さず36)材料の選択,印象採待方

法で正確なポストの印象が可能と結論づけている｡しか

し,間接法において印象採得精度を論議する時,いかに

正確な模型を再窮する能力があるかを検討するべきであ

ると考える｡事実本実験で測定された結果は大きいもの

で約2 mmの変位を示しており,石こう注入の影響を無

視することはできない｡また,従来の方法ではポストの

印象を一方向からのみ計測しており,今回のようにZ軸

に対するY方向への変位を確認することは不可能であ

り,変形していないと考えられていたポストが,ある方

向の見掛けの変形だけを捉えていたにすぎず,実際はあ

らゆる方向に変形する可能性があり,現在の鋳造精度か

ら考えるとこの変位によって最終補綴物が口腔内で不適

合になってしまうという一つの原図とも考えられる｡

以上のことから印象採待後の石こう注入は極度に傾斜
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放置角度　oo

太線:ポスト長10mm
細線:ポスト長　8mm

X　単位:mm

図25　ポスト印象採待精度におよぼすポスト長及び放置角度

の影響(ポストホール位置5mm,補強ピンなし)

させずに行い,石こう淫人後の印象放置方法は,可能な

限りポストの歯軸を平面に対して垂直(グラフではZ軸

方向)にして放置して硬化させることが重要であると考

えられる｡

2)ポストの印象採待精度に及ぼすポスト長とポスト

ホール位置の影響について

図23, 24は捕強ピンなしの場合でポスト長8mmと10

mmのそれぞれにおけるポストホール位置5mm, 15

mmの比較を示している｡放置角度がOo　と300　の場合

はポスト位置5 mmおよび15mmの間に東署な差異は認

められないが,放置角度が450の場合はポスト長8mm

と10mmのいずれにおいてもⅩ方向の変位についてポス

トホール位置の差異が顕著でポストホール位置5 mmの

変形が最大で1.91mm(ポスト長8mm), 1.46mm(ポ

スト長10mm)を示している｡そこで,ポストホール位

置と石こう庄人後の印象の放置角度を要因として二元配

置分散分析を行った結果,それぞれの要因および交互作

用が1 %の危険率で有意であり,放置角度が大きくなる

に従いポストホール位置が大きく影響してくることが明

らかになった｡

よって,印象採待時のポストホールの位置については

ポストを印象の中央部に位置させたときの方が全体的に

変位が小さくなり,石こう淫人後のポスト部にかかる石

こうの重室の影響も少ないと考えられることから,ポス

トホールの印象採待を行う場合には可能な限りトレーの

中央部で行い,叢後臼歯のように中央部で印象採得でき

ない場合には,印象採待後にトレーのボクシングを行

い,石こうの重量の影響を受けにくいよう工夫する必要

0.5　　1.0　　1.5　　　2.0

放董角度450
---放置角度300
-----放置角度　0°
太線:ポスト長10mm

細縁:ポスト長　8mm
X　単位:mm

図26　ポスト印象採得精度におよぼすポスト長及び放置角度
の影響(ポストホール位　5mm,補強ピンあり)

がある｡

ポスト長10mmと8mmでの長さの違いに関しては,

本実験では上顎中切歯と犬歯の最も長い根管を想定して

行ったが放置角度が大きくなればなるほど,変位量は大

きくなると考えられるものの,放置角度がOo,補強ピン

ありの場合にはほぼ同様な傾向を示し,大きな差はみら

れなかった｡通常,ポストが長くなれば長くなるほど,

石こう重室の影響をより大きく受けると考えられるが,

今回の結果は両者間に有意差は認められなかった｡これ

は今回ポストの形成が先端径を1.45mmと設定したた

め,ポスト長10mmのポスト基部の産径が大きくなり,

変形に対する抵抗が強くなったと考えられる｡従って,

ポストの蓋部を可能な限り太くポスト全体を大きく形成

することが印象の変形防止に繋がると示唆される｡しか

し,一般にポストの形態は歯取の大きさに対して,解剖

学的かつ補綴学的に基本的な制約があり,その形態は歯

根の大きさにある程度左右され,ポストの形成には限界

がある35)ため,ポストの印象採待を行う場合,前述のよ

うに変形を防止する工夫が必要である｡

3)ポストの印象採待精度に及ぼす補強ピンの影響につ

いて

図25, 26はポストホール位置5mmでポスト長8mm

と10mmのそれぞれにおける捕強ピンの有無についての

比較を示している｡図26のグラフにおいてその変位が図

25に比較して著しく減少していることがわかる｡すなわ

ち補強ピンのある条件下では,ポスト長及び放置角度に

関係なく,すべての座標系において著しい変位の減少傾

向がみられることから,補強ピンの変形防止効果の大き
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いことが確認された｡

なお,各々の長さのポストで補強ピンの有無を要図に

とり,一元配置分散分析を行った結果, 1%の危険率で

有意であったo　しかし,補強ピンを用いた場合にも,放

置角度の影響については1 %の危険率で有意差が認めら

れ,石こう注入後放置角度が大きくなるとポストが変形

する可能性もあると考えられる｡

印象採待時の補強ピンの効果については割田11)が寒天

-アルジネート連合印象材でのポストの印象採得精度を

計測した報告の中で捕強ピン(ラジアルピン⑪)の影響に

ついて,印象材自体の変形に加えて補強ピンの素材であ

るステンレス･ワイヤーの塑性変形も加味され,その影

響,効果についての織純な考察は楽しいとしている.し

かし,ポストホールの印象採得精度に特に悪い影響を及

ぼすことはないとし,石こう注入時の捕強材としての効

用などを考え合わせると,捕強ピンの応用は臨床的には

有用な方法であるとしている｡本実験においても補強ピ

ンを印象採待時に挿入することにより,どの条件におい

ても変形は著しく減少することから,補強ピン挿入によ

る模型の変形防止効果は非常に大きいと考えられ,ポス

トホールの印象採待時における補強ピンの使用は,三次

元的変形を防止することにかなり有効であることが示唆

された｡

総　　　　　括

今日の歯科臨床においてのポストの作製方法は,主と

して間接法が用いられている37)｡ポストホールの印象採

待精度はポストそのものの適合性に大きな影響を及ぼす

ことは言うまでもなく,最終額枝物,更には歯牙自体の

予後を左右するほど重要であると考える｡今までのポス

トの印象採待精度に関する研究では,実験条件として印

象材の種幾やポストの形態を変えて,その精度を評価し

たものが多かった｡

完成したポストの精度もしくは原型(歯板におけるポ

ストホール)に対するポストの適合性を論ずるには模塾

が原型により近似した状態で完成していることが大前提

であり,そのような模型に適合したポストが完成される

必要がある｡しかし,印象採得時の種々の条件の違い

や,模型作製時の操作の要図によって模型の精度が変化

すると考えられる｡更にポストの位置や形態が印象や模

型の変形に影響してくることも考えられる｡

従って,いかに正確に原型の印象が採待されたとして

も模型に正確に再窮されていなければ,全く無意味なも

のとなってしまう｡そのような考えから著者はポストの

973

長さや位置及び石こう注入後の印象放置角度,印象時の

補強ピン使用の有無の要因が模型の変形に及ぼす影響に

往冒した｡

しかし,ポストが内側性で深い(細長い)修復物である

ため,今までは模型の状態での変形や精度の克明な測定

が不可能であり,かつ鋳造体での適倉匪試験による精度

測定ではどの段階の変形かはっきりと推察することがで

きなかった｡従ってこれらを解明するために作製した試

料をスライス法によって分割し,二次元的データを集め

て分析し画像を再構築して三次元的にポストの変形を評

価することを試みた｡その結果,切断面の垂心の変位を

検討することによって三次元的な変形をとらえることが

可能となった｡

今後は切片試料に変わる優秀な二次元データ入力材料

の開発と入力時の精度,コンピュータの読み取り精度を

向上させることによって,より正確な模型の三次元立体

再構築像を待,本研究により求めた重心座標にデータを

加えることにより,臨床的にはポストホーJl,ポストの

外形寸法の全体像をとらえて両者の変形,後者の前者に

対する適合且　接触部位,セメントスペースの計測など

が画像解析から可能となるであろう｡また,これらの研

究の充実によって今後更によりすぐれた適合性を持つ修

復物,補額物の完成に寄与することができると考える｡

結　　　　　静

三次元立体再構築システムを応用するために,重付加

型シリコーンゴム薯印象材でレプリカを作製してポスト

模型の変形を非破壊的(非侵嚢的)に測定する方法を確立

するための検討を行った｡更にその方法を用いて,寒天

-アルジネ-ト連合印象法によるポストの印象採得精度

を,ポスト長,ポストホールの位置,石こう注入後の印

象の放置角度を変え,また補強ピンの有無の影響につい

て検討を加えた結果,以下の結論が得られた｡

1.重付加型シリコーンゴム繋印象材で原型のレプリカ

を作製,凍結した後,ミクロトームを使用して切断す

ることにより,切片厚み200ixmの均一な画像処理用

連続切片試料を作製することが可能となった｡

2.三次元立体再梼築システムを応用することにより,

内側性でかつ細長い形態をもつポストの陰型から,ポ

スト暢型を再窮することが可能となった｡

3.三次元立体再構築システムを応用してポストの再構

築を行い,あらゆる方向からIOjumの精度で潮定が可

能となった｡
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4.三次元立体再構築法によって待られた重心座標の再

塊性は非常に高く,重心座標を用いてポストの変形を

比較することが可能となった｡

5.印象の放置方法の違いでポストの変形の程度が異な

り,石こう庄人後印象を450　に傾斜させて放置した時

には大きな変位を示した｡

6.印象採待時のポストホールの位置の違いによっても

ポストの変形の程度は異なり,印象中央部にポストを

位置させることにより,変位は小さくなった｡

7.ポストの長さ(8mmと10mm)の違いは,ポスト

ホール位置,放置方法が変化しても同様な変位を示

し,長さにおける変形の差異は認められなかった｡

8.印象採待時に補強ピンを入れることによりポストの

長さ,ポストホールの位置および放置方法が変化して

も変形防止効果が認められた｡

以上の結果より三次元立体再構築法はポストの変形を

解明する為の有効な方法であることが明らかになった｡
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The aim of this study is to investigate a possibility of dental application of the computer-

aided three-dimensional reconstruction system.

As an application of three-dimensional reconstruction system, three dimensional

accuracy in obtaining dental models for post hole made from agar-alginate combined impress

ion taking method was evaluated. Evaluations were made to determine influences of the length

of post hole, post hole position, tilting angle of impression and the presence or absence of

reinforcement pins on post hole distortions when die material was poured into the impression.

The replicas of stone model were made of rubber impression materials to measure three-

dimensional distortion of complex stone models without breaking them. The replicas were

frozen and cut into serial sectiones of 200^ m thick with microtome. These sectioned specimens

were measured by computer aided measuring system, and data obtained were analyzed by

means of three-dimensional reconstruction system. From comparison of the reconstructed

features, the conclusions were as follows.

1. Serial sectioned specimens for image analysis could be prepared using addition-type

silicone rubber impression materials which were frozen and cut with microtome.
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2. By means of three-dimensional reconstruction system, it was possible to reproduce

inner, long, and slender post hole and it was also possible to measure the dimension with the

accuracy of 10// m m all directions.

3. Using the three-dimensional reconstruction system made it possible to measure center

of gravity coordinates very accurately and to use centers of gravity in comparing post hole

distortion.

Degree of post hole distortion was depended on the way in which impression materials

were put in place and was greater when the impression was tilted 45 degrees after pouring of

die materials.

5. Degree of post hole distortion depended on post hole position at impression taking

time. Positioning the post hole in the center of the impression reduced distortion.

6. No matter what's the conditions, no significant difference in accuracy was observed

between posts of lOmm and 8mm length.

7. Under all conditions, insertion of a reinforcement pin into the post hole helped prevent

post hole distortion.
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