
Posted at the Institutional Resources for Unique Collection and Academic Archives at Tokyo Dental College,

Available from http://ir.tdc.ac.jp/

Title

口腔内スキャナーを用いた光学印象により製作された前

歯部ジルコニアセラミックブリッジフレームの適合性に

関する研究

Author(s)
四ツ谷, 護; 宅間, 裕介; 佐藤, 亨; 安田, 博光; 新谷,

明則; 佐瀬, 俊之

Journal 歯科学報, 114(3): 227-234

URL http://hdl.handle.net/10130/3342

Right



抄録：本研究は，口腔内スキャナーを用いた光学印
象により製作された前歯部ジルコニアセラミックブ
リッジの適合性について検討することを目的とし
た。上顎左側中切歯欠損を想定し，上顎右側中切歯
と上顎左側側切歯の支台歯形成を顎模型上で行い原
型とした。印象採得は顎模型をマネキンに装着した
状態で行った。印象採得法の違いが適合精度に及ぼ
す影響を比較検討するために，同一原型を繰り返し
使用しシリコーンによる精密印象法と Lava C.O.S
による光学印象法を行った。得られたデジタルデー
タからCAD/CAMを用いジルコニアセラミックブ
リッジフレームを製作した。各支台歯のマージン
部，軸面部および切縁部に計測点を設定し，ジルコ
ニアセラミックブリッジフレームと原型との内面間
隙量の計測は，シリコーンを用いたレプリカ法によ
り行った。光学印象法のマージン部の内面間隙量は
従来の精密印象法と同程度の適合性が得られたた
め，光学印象により製作されたジルコニアセラミッ
クブリッジフレームは，十分な臨床応用可能である
ことが示唆された。

緒 言

近年，コンピュータを利用した歯科治療（Digital
Dentistry）に注目が集まっている。このデジタル化
の技術革新は，チェアーサイドでの患者とのコミュ

ニケーションツールや診査・診断機器，インプラン
ト手術支援システムなどに広く応用されている。特
にラボサイドでの歯科用CAD/CAMシステム（以
下 CAD/CAM）の普及は，歯科技工物の生産性の
向上や作業環境の改善など，多くの利点となってい
る１）。この CAD/CAMの発展により，審美修復材
料としてジルコニア系セラミックスの臨床応用が可
能となった。これまでオールセラミック修復に用い
られていたシリカやアルミナは，セラミック特有の
脆性のためブリッジフレームへの適応に制限があっ
た。ジルコニア系セラミックスはきわめて高い強度
と靱性を持ち，生体親和性に優れる材料であるた
め，現在では単冠だけでなく臼歯部ブリッジにも応
用されている。CAD/CAMを利用した補綴装置の
製作には，口腔内の三次元的形態情報をデジタル
データとして記録する必要がある。デジタル化の方
法には精密印象材による印象採得から石膏模型を製
作し，レーザー光などで模型計測するシステム（以
下 精密印象法）と口腔内スキャナーにより直接口腔
内の三次元的形状を計測するシステム（以下 光学印
象法）がある。特に光学印象法は，従来の間接法に
よる鋳造歯冠修復で行う，印象採得や模型製作など
の作業工程の省略可が図れ，最終的な補綴装置の適
合性に関わる材料の寸法変化や材料間の誤差の影響
を少なくすることができる。最近ではコンピュータ
の処理能力の向上に伴い，三次元データを繋ぎ合わ
せる技術（スティッチング）の高精度かつ高速化や，
データ量の多い動画形式によるスキャニングも可能
となった。また高速度カメラの開発による手振れの
影響の低減，作業が簡便なユーザーインターフェイ
スによる操作性の向上などの改善がなされ，光学印
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象の効率化がますます進められている２）。
しかしながら，この光学印象法により製作された

ジルコニア系セラミックスの補綴装置の適合性に関
する報告はまだ少なく，クラウンの適合精度に関す
る検討３，４）はあるが，ブリッジに関する報告はまだな
いため，宅間らは精密印象法と光学印象法を比較す
るために，印象採得法の違いが臼歯部ジルコニアセ
ラミックブリッジフレームの適合精度に及ぼす影響
について検討し，光学印象法で製作した臼歯部ブ
リッジ試料のばらつきは少なく，従来の精密印象法
と同等な適合性が得られると報告している５）。
そこで今回は，支台歯形態が唇舌的に異なり，臼

歯と比べて咬合平面に対する歯軸の傾斜が大きい前
歯部ブリッジに関して検討を行うこととした。本研
究の目的は，実際の臨床を想定してマネキンを使用
し，①｜１②の前歯部ブリッジの精密印象採得およ
び光学印象採得を行い，CAD/CAM法により製作
したジルコニアセラミックブリッジフレームの適合
性を検討し，臨床応用の可能性について示唆を得る
こととした。

材料および方法

１．支台歯形成
上顎左側中切歯欠損症例を想定し，上顎右側中切

歯と上顎左側側切歯のエポキシ歯牙模型を支台歯と
した，３ユニットオールセラミックブリッジのため
の支台歯形成を専用のバー（オールセラミックプレ
パレーションキット，松風）を用い，顎模型上で行
い原型とした（図１）。支台歯形成は通常のオールセ
ラミッククラウンに準じ，辺縁形態は全周１．０～１．２
mmのディープシャンファーで，フィニッシュライ

ンの位置は歯肉縁下に設定した。軸面は歯冠中央部
でクラウンの厚みが１．０～１．５mm確保できるように
形成を行った。切縁部のクリアランスは１．５～２．０
mmとし，辺縁以外の形成面は滑らかで丸みを帯び
た形態にした。各支台歯のテーパーは約８°～１２°の
範囲とし，目視にて支台歯間の平行性の確認を行っ
た。
２．印象採得および試料製作
印象採得は実際の臨床を想定した診療室と同じ環

境下で，座位に設定したマネキンに顎模型を装着し
た状態で行った。精密印象法は，原型をビニルシ
リコーン印象材（imprint ３ regular body＋position
penta，３M ESPE，Germany）を用いて精密印象
採得を行い，超硬質石膏（NEW FUJILOCK，ジー
シー）にて作業用模型を製作した。完成させた歯型
は，Lava scan（３M ESPE）にてスキャニングしデ
ジタルデータ化した。また光学印象法は，原型を含
む顎模型全体に専用の酸化チタンパウダーを吹き付
け，Lava C.O.S.（Lava chair side oral scanner，３
M ESPE）の操作に熟練した同一術者により光学印
象採得を行い，マネキンの口腔内から直接原型のデ
ジタルデータを得た。同一原型からのデータを得る
ため，各印象法は同一原型でそれぞれ６回ずつ行
い，計１２個のデジタルデータを製作した。
CAD/CAM（Lava system，３M ESPE）を用い，

得られたデジタルデータからブリッジフレームの設
計を行い，計１２個のジルコニアセラミックブリッジ
フレームを製作した。セメントスペースは，辺縁か
ら立ち上がり１mmの範囲で０μm，軸面スペース
で２０μm，切縁スペースで７０μmに設定した。
３．試料の適合性の検討
ジルコニアセラミックブリッジフレームと原型と

の内面間隙量の測定は，宅間らの方法５）に従って行っ
た。最初に色差の大きい２種のビニルシリコーン印
象材（Imprint ３ regular body，３M ESPE，以下シ
リコーン黄とFusionⅡ monophase，ジーシー，以
下シリコーン紫）を用い，ジルコニアセラミックブ
リッジフレーム内面にシリコーン黄を注入し，臨床
時のクラウン合着時を想定した最大指圧にて原型に
圧接した。印象材硬化後，シリコーン黄の内面およ
び外面をシリコーン紫にて包埋した。包埋したシリ
コーンは唇舌側中央部と近遠心側中央部で切断し図１ 前歯部ジルコニアセラミックブリッジの支台歯形成
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（図２），３Dレーザー顕微鏡（LEXT OLS４０００，
OLYMPUS）にて間隙量の計測を行った。各支台歯
のマージン部において唇側（B），近心側（M），舌側
（P），遠心側（D）の４点，唇側および舌側軸面部に
おいて歯頚側寄り（bc，pc）と歯冠側寄り（bi，pi）の
それぞれ２点，および切縁部（i）の計９点を計測点
とした（図３）。上顎右側中切歯の計測点は，１B，
１M，１P，１D，１bc，１pc，１bi，１pi，１i，
上顎左側側切歯の計測点は，２B，２M，２P，２
D，２bc，２pc，２bi，２pi，２i とした。統計処理
は，計測点ごとに各印象法間において有意水準５％
にてMann-Whitney の U検定を行った（エクセル統
計２０１２，SSRI）。

結 果

１．マージン部の適合状態（図４ セメントスペー
スは０μm）

マージン部の内面間隙量は各計測点において，精
密印象法で平均２３．７～４４．１μm，光学印象法で平均
２０．５～３１．８μmの範囲であった。データのばらつき
は，光学印象法に比べ精密印象法の方が大きく，特
に唇舌側（１B，１P，２B，２P）で著明であった。
二つの印象法間における有意差は１D，２M，２

P，２Dで認められ，いずれも光学印象法の方が小
さい値となった。
２．唇舌断面におけるマージン部・軸面部・切縁部
の適合状態（図５ セメントスペースは軸面部２０
μm，咬合面部７０μm）
軸面部の内面間隙量は各計測点において，精密印

象法で平均２６．０～７２．６μm，光学印象法で平均２４．１
～８７．７μmの範囲であった。精密印象法と光学印象
法の切縁部の内面間隙量は，各印象法内でともに最
も大きい値を示した。データのばらつきに一定の傾
向はみられなかった。各計測点における内面間隙量
は，軸面部の２bc，２bi，２pi で精密印象法と光学
印象法との間に有意差が認められた。また，切縁部
の１i，２i で精密印象法と光学印象法との間に有意
差が認められた。

考 察

１．実験設定について
本研究で使用した口腔内スキャナー Lava C.O.S

（３M ESPE）は１秒間に２０枚の画像を撮影する動画
形式で光学印象を行うことができる。精密印象法に
おける模型のスキャニングと同様に，非接触式の面

図２ 包埋したシリコーンの切断方向

図３ 計測点
咬合面観（左図）：マージン部（B，M，P，D）
唇舌断面（右図）：マージン部（B，M，P，D）および

軸面部・切縁部（bc，bi，i，pi，pc）
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計測のため，高精度で高速の処理により数年前のコ
ンピュータ技術では処理困難であった情報量に対応
できるようになり，支台歯周囲に限らず歯列全体に
撮影範囲が広がった。従来の印象材を用いた精密印
象法と比べた利点６）には，スキャンした口腔内三次
元形状が即時に本体に表示されるため，リアルタイ
ムで印象データの確認が可能であること，また，印
象材を使わないため経済性に優れることや印象採得
に伴う感染の危険や患者の苦痛を軽減できることが
挙げられる。この新しい口腔内スキャナーを用いた
クラウンの適合性に関して，Syrek らは，臼歯部の
ジルコニアコーピングの辺縁間隙量は従来の精密印

象法と比べ有意に小さいと報告し３），Cardelli らは，
前・臼歯部のジルコニアクラウンの辺縁および内面
の適合性は，臨床上許容できる範囲にあり，従来の
精密印象法に代わる十分な精度を持つと述べてい
る４）。
しかしながら，これらの報告は単冠による歯冠修

復を想定したものである。今後，高強度セラミック
スであるジルコニアを用いたロングスパンブリッジ
の臨床応用がさらに広がる可能性を考慮すると，複
数の支台歯を対象としたブリッジに関する検討が必
要である。
そこで本研究では，光学印象法を用いた前歯部３

図４ マージン部の適合状態
箱の下端のデータは，第１四分位，上端は第３四分位，中央の線は中央値を示す。
ひげの上端は最大値，下端は最小値を示す。

図５ 唇舌断面のマージン部・軸面部・切縁部の適合状態
箱の下端のデータは，第１四分位，上端は第３四分位，中央の線は中央値を示す。
ひげの上端は最大値，下端は最小値を示す。
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ユニットジルコニアセラミックブリッジフレームの
適合性について従来の精密印象法との比較検討を行
うこととした。
２．支台歯形態について
支台歯形成は，従来のオールセラミッククラウン

に準じて行った。CAD/CAMを用いた作業過程に
おいて支台歯形成は最終的な補綴装置の適合性や形
態，あるいは強度に影響を及ぼすと考えられる。辺
縁形態の違いが適合精度に与える影響はないとい
う報告７，８）から，辺縁形態は，色調や強度も考慮し
ディープシャンファーを選択した。フィニッシュラ
インは前歯部で審美性が最も重要視されるため，歯
周組織に為害性を与えない範囲で歯肉縁下に設定し
た。支台歯のテーパーは適合性に影響し，小さいと
クラウンの浮き上がり，大きいとクラウンの維持力
不足となる。特に辺縁形態が厚めになるオールセラ
ミッククラウンではその傾向が著明であり，１２°程
度が望ましいとの報告がある９－１１）。一方，宇野ら
は，CAD/CAMを用いて製作したセラミッククラ
ウンの金型模型に対する浮き上がり量を検討した結
果，テーパー８°では平均１５μmと小さい値を示し
たと報告１２）している。若年者の上顎前歯部では隣接
面から髄角までの距離は２．０mm前後しかない１３）とい
う報告もあるため，過大なテーパーの付与による露
髄の危険性を考慮し，本研究では支台歯のテーパー
は８°～１２°の範囲に設定した。
３．ジルコニアセラミックフレーム製作時の支台歯
部のスペーサーについて
クラウン製作時におけるスペーサーの設定は，合

着時の浮き上がりに大きく影響することが知られて
おり，従来の鋳造歯冠修復では作業用模型にスペー
サーを塗布することが一般的である。横田らは，
CAD/CAMによるセラミッククラウンのセメント
スペースは，マージン部を除き４５μmおよび６０μm
付与することが適切であると報告１４）している。CAD
/CAMを用いたクラウン製作においては，任意に
セメントスペースを設定することで適合状態をコン
トロールできる可能性があるという報告１５，１６）があ
る。本研究のセメントスペースは，横田らの報告と
ほぼ同様なマージン部０μm，軸面部２０μm，切縁部
７０μmの業者指定のスペースを採用した。

４．計測方法について
クラウンの適合性の測定方法は，本研究のシリ

コーン印象材を利用したレプリカ法１７）の他に，レー
ザー顕微鏡で冠辺縁を観察・測定する方法１８）や，ク
ラウン試料を支台歯模型ごと切断し断面を計測する
方法１９）が報告されている。本研究は，印象採得法の
評価のため，支台歯形成した原型を繰り返し印象採
得する必要がある。そのため原型を破壊せず辺縁及
び内面の適合状態が計測できるレプリカ法を採用し
た。
５．印象採得法の違いについて
本研究結果では，光学印象法の内面間隙量は精密

印象法と同様な傾向を示していた。辺縁間隙量に関
して，吉田は辺縁部が４０～５０μm程度であれば，外
観上および感触上良好な適合状態にある frictional
fit が得られる２０）と報告している。長谷川らは，修復
物の辺縁適合精度が１００μm以下であれば歯周組織
への影響は少ない２１）と報告し，Mclean らは，臨床的
に辺縁部間隙量が１２０μm以下であれば，修復物は
良い結果が得られる２２）と述べている。また，小西ら
は，合着材，接着材の粒子の大きさを考慮すると辺
縁部で約１５μmの間隙が必要である２３）と述べている。
本研究では，光学印象法のマージン部の適合状態は
全て平均２０．５～３１．８μmの範囲であり，過去の報告
と比べて優れた辺縁適合状態であった。
唇舌断面における内面適合状態は，切縁部の値を

最大とし唇舌的にほぼ対称的な結果となった。従来
の精密印象法で製作されたジルコニアセラミック
フレームを用いたクラウン内面の適合度に関する
検討は数多く報告されており，公田は臼歯部にお
いて咬合面中央部を除く部位では，平均７０μm以内
である２４）と報告している。前歯部を対象とした報
告では，軸面部においてKomine ら７）は平均７２μm，
Kokuboら２５）は平均１２０．８μm，須藤ら１７）は平均２６～１２２
μmの範囲であると述べている。これらの報告は，
各実験によりセメントスペースが任意に設定されて
いるため，その影響は異なると考えられる。しかし
ながら本研究では，光学印象法の軸面部および切縁
部の適合状態は，平均２４．１～８７．７μmの範囲であり，
設定したセメントスペースより大きな値となった
が，過去の報告と同等な結果が得られた。また，歯
冠側寄りの軸面部（１bi，１pi，２bi，２pi）は，切
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縁部の値に近くなる傾向がみられ，歯頚側寄りの軸
面部（１bc，１pc，２bc，２pc）は，マージン部の値
に近くなる傾向がみられた。マージン部および歯頚
側寄りの軸面部の良好な適合性は，最終補綴装置の
保持に大きく寄与すると考えられる。したがって本
研究結果より，光学印象法を用いて製作したジルコ
ニアセラミックブリッジフレームは，十分な臨床応
用可能な適合精度を持つと考えられる。
６．適合精度に影響する因子について
本研究では，唇舌断面における内面間隙量のばら

つきに一定の傾向はみられなかった。ばらつきに影
響する因子として，精密印象法では，印象材や模型
材の寸法変化が挙げられる。模型のスキャニングは
光学技術の進歩により精度は向上しており，コン
ピュータによる自動制御で行われるため一定の結果
が得られると考えられる。一方，光学印象法では印
象材や模型材を使用する間接法の影響はないが，口
腔内を直接スキャニングするため術者の撮影手技や
支台歯形態の不備が補綴装置の適合性に大きく影響
すると考えられる。
CAD/CAMに適した支台歯形成では鋭利な形態

は避け，丸みを付けた形態に仕上げる必要がある。
宮内らは，フィニッシュラインに遊離エナメルが
残った鋭利な部分は，光学印象の際にレーザー光の
散乱や透過が生じデータが欠落する２６）と述べてい
る。また，ピンやグルーブなどの複雑な形態は正し
くスキャニングできないだけでなく，切削工具の対
応不可能な場合もあるため付与できない。実際に
臨床で使用されているCAMの切削工具の直径は１
mm前後のものが多い。そのため前歯切縁部におい
て１mm以下の鋭縁になると，内面形態を大きくし
て切削している。このフレームを一定の厚さにする
ため切縁部の外面は支台歯外形より大きな形態とな
る。このように切縁部が鋭利な形態であると適切な
加工ができなくなるため支台歯形成に注意が必要で
ある。
本研究では，任意に設定したセメントスペースを

考慮するとマージン部と切縁部に比べ軸面部で内面
間隙量が大きくなる傾向がみられた。Mouらはセ
レックシステムを用い，適切に光学印象採得が行わ
れても，支台歯の高低差が６mm以上の場合に支台
歯の遠心部に影が生じ修復物の遠心部の適合性が有

意に低下する２７）と報告している。このMouらの研究
で使用した口腔内スキャナーは静止画像を複数枚重
ね合わせるものであり，本研究で用いた動画形式の
口腔内スキャナーの方が情報量は多い。しかしなが
ら，内面適合性が低下したのは撮影方向に対して支
台歯に影が生じた可能性が考えられる。Douglas ら
は口腔内に挿入されたカメラの撮影方向の偏りは
修復物の精度に影響する２８）と述べている。したがっ
て，支台歯高径が低い臼歯部に比べ，支台歯高径が
高く細い前歯部の光学印象採得を行う時は，１歯ず
つ撮影をより正確に行う手技が必要と考えられる。
その他の内面適合性に影響する因子として，酸化

チタンパウダーがある。これは支台歯および両隣在
歯に撮影時，光透過性の高いエナメルの光反射性を
高めるために付着させるものである２９）。本装置を使
用する場合は，酸化チタンパウダー粉末の塗布は噴
霧器で可及的に均一に噴霧する必要がある。

結 論

①｜１②の前歯部ブリッジジルコニアフレームの
印象方法の違いによる支台歯との適合性についてマ
ネキンを使用して検討した結果，光学印象法で製作
した前歯部ブリッジ試料は，従来の精密印象法と同
程度の適合性が得られ，十分臨床応用可能であるこ
とが示唆された。
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Evaluation of fitness of anterior zirconia ceramic bridge frame fabricated
from intraoral digital impression
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The aim of the present study was to evaluate the fitness of an anterior zirconia ceramic bridge frame
fabricated from an intraoral digital impression． A maxillary right central incisor and left lateral incisor
were prepared to produce an anterior zirconia ceramic bridge． Conventional impression using vinyl sili-
cone and intraoral digital impression using the Lava Chairside Oral Scanner（Lava C.O.S）were taken repeat-
edly in the clinical simulation． Anterior zirconia ceramic bridge frames were manufactured with a CAD/
CAM system． The fitting accuracy was evaluated using a replica technique with silicone materials at
specific measurement points : maginal gap，axial wall，and incisal edge． It was observed that the magi-
nal fitness of the intraoral digital impression was equal to that of the conventional impression． The fit-
ness of zirconia ceramic bridge frames was within the clinically acceptable range．

（The Shikwa Gakuho，１１４：２２７－２３４，２０１４）
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