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はじめに

歯科診療では歯とその周囲組織，顎骨の内部を知
るためにはX線を使用する。レントゲン博士がX
線を発見して，その数か月後には歯のX線撮影が
行われたというから，当時の歯科医師がいかに歯と
顎骨の内部を知りたがったかを想像できる。東京歯
科大学図書館では１００年余り前の歯科放射線学の書
籍を閲覧できる。これを読めば，その時代に今でい
う口内法撮影法やその適応が盛んに議論されていた
ことがわかる１，２）。口内法撮影はその後の５０年間でX
線装置とフィルムの改良が進み，投影法にも工夫が
加えられた。１９５０年代には歯と顎骨を１枚の写真で
総覧できるパノラマ撮影法が考案され，機械的な構
造や走査軌道が改良されて３），いまでは標準的な歯
科X線検査の一つとなった。
X線撮影ではX線管から発生したX線が被写体

となる患者を透過し，これをフィルムや蛍光体で検
出する。これをあえて projection radiography と呼
ぶことがある。ここでは３次元的構造を有する体を
２次元的に表現するわけで，像の重積を避けること
はできない。これを改善するために断層撮影が考案
されたが，１９６０年代からのコンピュータの進歩が後
押しになり，１９７３年には体の任意の断面像を作成す
るX線 CTが考案された。これは医療を大きく変
革することとなった。１９８０年代になって，CT画像
の高解像度化が進むと，頭頸部疾患４），インプラン
ト術前検査５）など，歯科領域でも活用されるように

なる。しかし口内法撮影が得手とする歯と，その周
囲組織の描出にはさらなる解像度の向上が求められ
た。これに応えたのが歯科用コーンビームCT
（cone beam computed tomography：CBCT）で
あって，Mozzo ら６）は歯と広く口腔顔面領域を，
Arai ら７）は歯と周囲組織を撮影対象として開発し
た。CBCTは歯根・歯髄の形態，歯槽骨の吸収形
態，智歯と下顎管の関係など，これまでのCTでは
解像度という点で及ばなかった部分を補完したこと
になり，これがその後の急速な普及の主たる原因と
なっている。

１．歯科用CBCTの基本

CBCTでは撮影対象を中心として，角錐ないし
円錐形のX線束（cone-beam）と対向した平面検出器
とを１回転させながら得られた一連の２次元投影
データを基にしてこれを再構成して，３次元画像
データないしボリュームデータを作成する。従来の
CTでは扇状のX線束にて体軸方向に連続的に走査
して画像データを得るので，この点では異なるが，
画像形成の基本原理は共通している。当初は撮像法
の相違から，digital volumetric tomography, cone-
beam volumetric imaging８，９）などと呼ばれることも
あったが，現在では cone-beam CTという名称が
一般化している。CBCTは「高いコントラストを
有する構造を，比較的低線量で，高い空間分解能を
もって描出する技術」１０）とされ，歯科では歯と歯周
組織および顎骨が検査対象となる。しかも従来の
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CTよりも解像度が高く，被ばく線量は少ない。一
方で，顎骨を含む頭頸部の腫瘍，広範囲の外傷，顔
面部の形成手術計画などでは，骨のみならず軟組織
を観察する必要があり，骨を中心とするCBCTで
は診断情報が不足するので，CTやMRI が第一選
択となる。口内法撮影，パノラマ撮影，CBCT，こ
れらにCT，MRI，超音波検査法を加えて，検査目
的ごとに上手にこれらを活用することが，歯科医療
では求められる１１）。
CBCTの技術的側面については Pauwels らの総

説に詳しい１２）。CBCTの主たる構成はX線管とX
線検出器で，互いにCアームにて連結され，対象
部位を中心として回転（１回転なし半回転）する。X
線管焦点からは角錐形のX線束が回転しながら放
射されるので，対象部位はほぼ円柱を呈する。この
円柱を field of view（FOVと略称される）と呼ぶ。
歯科用CBCTでは FOVの大きさは可変ではなく，
装置ごとに前もって設定されているので，検査目的
に応じて選択する。この大きさは円柱の直径と高さ
で示される。歯とその周囲組織であれば，直径・高
さは４ないし５cm程度，インプラントで上下顎両
側を同時に観察するのであれば８ないし１０cm程度
が利用される。顎関節両側と顔面全体を含める場合
には１５～２０cm程度が必要となる。
FOVは多数の画像単位から構成される。一般に

画像を構成する最小単位は２次元画像ではピクセル
であるが，体積を持つ３次元画像ではボクセルと呼
ばれる。ボクセルの数はFOVの大きさに関わらず
同一であるため，FOVが小さいほど，ボクセルは
小さくなる。結果として，小さいFOVを用いる
と，小さなものまで描出できるということになる。
例えば，FOVの大きさを直径・高さで５cmとす
ると，ボクセルの一辺が０．１mm程度の立方体とな
る。この大きさは空間分解能と関係し，０．１mm以
下のものは解像できないこととなる。実際の撮影で
は患者の多少の動きがみられることや，撮影体から
の散乱X線の影響で，最終的な解像度はこれより
も低下する。なお，歯科用CBCTは装置として単
独というよりも，パノラマ撮影装置にCBCTの機
能を付加した装置として供給されることが多い。X
線発生器と平面検出器を兼用することで経費と設置
面積の節約になる。

CTでは様々な偽像が生じる。ことに歯科領域で
は歯や根充材，歯科用金属など，X線を吸収しやす
い物質が多く，その部分をX線が通過すると，線
量が非常に低下して，画像を再構成できなくなる。
その結果，メタルアーチファクトと呼ばれるスト
リーク状のアーチファクトが生じる。CBCTにお
いても同様である。歯内治療では根充材や金属ポス
ト，インプラント治療ではインプラント体が複数あ
る場合など，その周辺の情報が欠損する１３）。この
アーチファクトを軽減する方法はCTの時代から検
討され，軽減するソフトは提示されているが，実用
面では普及していない。そのため，撮影前に根充材
やポストを除去するか，アーチファクトが最小とな
るようなX線投影方向を考慮するなどの対応が必
要である。
被ばく線量は通常，身体の各臓器の吸収線量と，

各臓器の発がん致死リスクを考慮した実効線量（単
位 Sv，医療被ばくでは多くの場合，mSv）として表
現する。臓器の吸収線量は人体模擬ファントムに小
さな線量計を多数挿入して実測する場合と，撮影ご
との人体内での線量分布をシミュレーションして計
算で求める場合とがあるが，その結果は類似したも
のとなる。代表例として胸部単純撮影，パノラマ撮
影，口内法撮影では各々，０．０３mSv，０．０１mSv，
０．００５mSv程度である１１）。CBCTの場合はとくに
FOVの大きさに影響される。例えば最近の報告
例を集計した論文１４）によれば，FOVの大中小で
それぞれ，平均（標準偏差）で０．２１（０．２１）mSv，０．１８
（０．１４）mSv，０．０８（０．０８）mSvであり，小FOVによ
る上顎，下顎ではそれぞれ，０．０５（０．０４）mSv，０．１
（０．０９）mSvであった。１０歳児の撮影条件での推定
では大中と小で各々，０．１８（０．１２）mSv，０．１（０．０９）
mSvであった。なお，大きなFOVで顔面頭蓋全体
を含む撮影での線量は平均０．２１mSvであるが，通
常のCTで脳を撮影する場合は，平均して２．５mSv
程度であるから，CBCTでの線量はCTに比較して
１／１０程度となる。なお，この低減はCBCTが軟組
織を対象としないことによるが，これは同じく軟組
織を対象としないインプラント術前検査を目的とし
たCT検査では，１２０kV，１００mA，頭尾方向のス
キャン範囲約８cmの場合，０．８mSv程度であり１５），
脳の検査に比較すれば１／３程度に低減する。
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CBCTでの線量と比較すると高いので，現在はイ
ンプラント術前検査を目的とした検査では特別の必
要性がない限り，CBCTが推奨されている。
本装置の管理運用について，従来のCTについて

は日常および定期的な点検方法が確立し，適切に教
育された専門家によって管理されているのに対し
て，CBCTは急速に普及し，しかも専門性の低い
スタッフにより頻繁に使用されている点に注意を要
する。ICRP；国際放射線防護委員会はCBCTの使
用者に対してその適切な運用と防護の最適化につい
て専門家による助言や教育が必要であり，製造者に
は撮影ごとの線量を表示するように勧告してい
る１６）。この日常管理に必要な線量指標について，
CTではすでにCTDI（computed tomography dose

index）という指標が使用されているが，CBCTで
は決まっておらず，現在は dose-area product（面積
線量積，表面線量と照射面積の積，単位はmGy・
cm２，DAPと略す）が提案され，すでにこれを表示
している装置もある。これらの指標から実効線量を
推定できるとされ，DAPは容易に測定できること
から，これが広く普及するだろう。

２．臨床活用

歯科用CBCTはすでに得られた臨床所見と，こ
れまでに得られた口内法撮影やパノラマ撮影による
画像所見に加えて，さらに診断と治療に有用な新た
な情報が得られ，しかもこれらの情報が患者の利益
につながると予想されるときに使用される。これは

ａ ｂ

ｃ ｄ
図１ 歯内治療の例

上顎大臼歯の近心頰側根は２根管を有することがある。この第二大臼歯について口内
法撮影（ａ）では３根であることがわかる。CBCTの横断（ｂ）と歯列直交断（ｃ）では近
心頰側根の２根管が明示される。隣接する第一大臼歯も同じく２根管である（ｂ）。歯列
平行断（ｄ）では近心頰側第２根管（MB２）の根尖部に透過像がみられる。
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X線画像検査において，さらに検査を追加する場合
の，費用と被ばくを考慮した原則である。臨床の現
場では歯科医師は経験則に照らして，適切に運用で
きると思われるが，歯科医師の判断をより適正化す
る一助として「診療ガイドライン」が提供される。
CBCTについても同様で，系統的な業績としてEC
欧州委員会における SEDENTEXCTプロジェクト
の成果，“Evidence Based Guidelines on Cone Beam
CT for Dental and Maxillofacial Radiology”１７）があ
る。その後は新しい知見を含めて，このガイドライ
ンを拡充したものが各学会から提示されている。こ
こでは歯内治療，埋伏歯，インプラント治療，顎関
節，その他について，実際の症例を供覧し，ガイド
ラインにも言及する。

１）歯内治療
口内法撮影は診断，治療方針の決定や治療の評価

に利用される。CBCTは口内法写真では特定でき
ない原因不明の臨床症状がある場合，複雑な歯髄形
態（図１），副根管，歯根の湾曲，歯の破折（図２）な
どが予測される場合が適応となる１８）。ここでは１な
いし２歯を対象とするので，FOVを最小とするこ
とで，高い解像度の画像を期待できる。なお，
FOVが小さいとノイズの多い画像となるので，そ
の場合には管電流や画像再構成時のスライス厚さを
調整する。
２）埋伏歯
パノラマ撮影ないし口内法撮影が第一選択であ

り，これで十分なことが多い。ただし画像上，下顎

ａ ｂ

ｃ ｄ
図２ 歯根破折の例

上顎右側第二大臼歯に歯根破折を疑った。口内法撮影（ａ）ではその所見は得られない。
CBCTの横断（ｂ）と歯列直交断（ｃ）にて近遠心方向に走る破折線が確認できる。根尖部と
歯根分岐部の透過像は歯列平行断（ｄ）でも明らかで，上顎洞底部から洞内に連続する軟部像
がみられる。
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埋伏智歯と下顎管が重積した場合，両者は互いに近
接しているので，その位置関係を確認するために
CBCTが勧められる（図３）。なお，CBCTが手術
法の変更や術後のアウトカムに益するとするエビデ
ンスレベルの高い研究成果はいまだに少ない１９）。上
顎前歯部では犬歯の埋伏や過剰埋伏歯が頻繁にみら
れ，抜去に際してはその位置，周囲解剖構造との位
置的関係を把握することが必要で，口内法撮影で不
十分と判断された時にはCBCTは有効である（図
４）。ただし，ここでもCBCTの使用が患者のアウ
トカムに益するかどうかは検討課題とされている。
なお従来，この目的にCTを利用していたことがあ
り，これは線量の軽減と画質の向上のために
CBCTに変更すべきである１５）。

３）インプラント治療
ここでもパノラマ撮影が第一選択であり，十分な

骨質があると判断されれば，その後の画像検査は無
用である。しかし，CBCTは下顎管や上顎洞底等
の位置の確認，それらとインプラントの埋入予定部
位との関係を把握するうえで有効である（図５）。加
えて最終補綴の予測にも有用である１８）。なお，
CBCT上での予測と実際の手術との間には誤差が
生じることを認識し，いわゆる“safety margin”
を考慮することが重要である２０）。
４）顎関節
顎関節症では関節円板などの軟組織病変や炎症性

の変化を伴うことが多く，このような場合の画像診
断にはMRI が適用される。CBCTは顎関節の骨構

ａ ｂ

ｃ ｄ
図３ 下顎埋伏智歯の例

口内法撮影（ａ）で，水平埋伏した智歯の歯根は下顎管に重積しており，両者が近接してい
ることが予想できる。CBCTの横断（ｂ）と歯列直交断（ｃ）では下顎管は舌側皮質骨と歯根
に挟まれて圧平している。歯列平行断（ｄ）では隣接する第二大臼歯との位置関係や歯根形態
を把握できる。
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成体の形態変化に適用される（図６）。骨変化の検出
率は従来のCTに比較して検出率に有意差がないと
する研究が多く，検査費用と被ばく線量の少ない点
を勘案すると，CBCTが勧められる。すでに指摘
されるように顎関節の画像診断が患者のアウトカム
に寄与するかという研究は少なく，今後の研究課題
となっている２１）。
５）その他
歯科矯正：ここでは顔面部全体を含むように大

FOVにて撮影して３次元セファログラムを得る
が，これが患者のアウトカムに寄与するというエビ
デンスは得られていない１７）。口蓋裂では骨移植に必
要な骨量の決定と術後の確認にCTが活用されてき

た。その臨床的な価値はあるので，これは線量の少
ないCBCTに変更することが勧められる１７）。
う蝕の検出：隣接面・咬合面う蝕の検出では従来

の咬翼法写真と同等，深さの推定ではやや優るとい
う結果であるが，この目的のために日常的に
CBCTを使用するのは正当化されない１７）。加えて，
周辺歯からの金属アーチファクトも予想されるの
で，読影には注意を要する。
歯周疾患：診断と治療方針の決定には口内法撮影

ないしパノラマ撮影で十分なことが多い。なお，根
分岐部病変の把握で，CBCTが有用とされる報告
もある１７）（図７）。
顎骨病変：軟部組織の情報を同時に必要とする場

ａ ｂ

ｃ ｄ
図４ 上顎前歯部過剰埋伏歯の例

咬合法撮影（ａ）で，両側中切歯に重積して投影される逆性の過剰歯が認められる。横断
（ｂ）にてこの過剰歯は中切歯の口蓋側に位置することがわかる。左側切歯部の直交断（ｃ）
で，これを確認できる。歯列平行断（ｄ）では隣接歯である側切歯への影響は最小限である
ことがわかる。
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合にはCTないしMRI が第１選択になる１７）。ただ
し，顎骨疾患の中には，CBCTを選択肢の一つと
する疾患もある（図８）。
たまたま見つかる病変：パノラマ撮影では検査目

的とは無関係な所見が加わることがあり，それには
骨粗鬆症における下顎下縁の皮質骨の菲薄化，頸動
脈の石灰化，咽頭結石などである。CBCTでも同
様で，大きいFOVで撮影したときに，こうした付
加的な情報が得られることがあるので，これを見逃
さずに患者に注意を促すなどの配慮が必要となる。
ただし，こうした情報の重要性を強調するあまりに
大きいFOVを日常的に選択することは避けねばな
らない。

３．終わりに

Cone-beam CTの原理を用いた装置は一般医科に
おいてもすでに利用されているが，歯科用CBCT
は広く普及して，日々の歯科診療で活用されてい
る。一方で，口内法撮影やパノラマ撮影は歯科診療
の基本的な診断機器として今後も利用される。
CBCTは費用，被ばく線量とも口内法撮影装置や
パノラマ撮影装置よりはるかに高いことから，その
必要性を見極めてから慎重に使用することが求めら
れる。

ａ

ｂ ｃ
図５ インプラント術前検査の術前検査

上顎左側にインプラント体の植立を予定した。パノラマ撮影（ａ）では歯槽頂は
平滑で，上顎洞底までの骨質（距離）が推測される。CBCTでは植立を前提とし
て，手術用ガイドを装着したうえで検査をした。歯列平行断（ｂ）と歯列直交断
（ｃ）にて，インプラント体の大きさと植立方向を決める。
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図７ 歯根分岐部病変の例
口内法撮影（ａ）で，第二大臼歯の歯根分岐部に透過性変化を認め，その広がりの確認の

ための検査である。CBCTの歯列平行断（ｂ）で分岐部病変は遠心根の根尖部に及んでお
り，病変の頰舌断（ｃ）と横断（ｄ）にて頰舌方向にも歯槽骨の消失がみられる。

ｂ

ａ

ｃ ｄ
図６ 変形性顎関節症の例

パノラマ４分割撮影の開口位（ａ）では下顎頭の骨変化を疑った。CBCTの横断（ｂ），冠状断（ｃ），矢状断（ｄ）に
て，下顎頭の骨変化は明瞭である。

ａ

ｂ ｄ
ｃ
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