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緒 言

歯科インプラント治療は，インプラント体すな

わち人工歯根を用いて歯列の欠損を修復する補綴

法である。当初は，長期の安定性が得にくいとい

う難点もあったが，骨結合インプラントの開発を

契機に良好な臨床成績が得られるようになっ

た１）。本邦においては，４～５％の歯科医がこの

治療法を日常的に手掛けていると推定される２）。

インプラント治療で高い成功率を得るには，顎

骨の補綴学的に理想的な位置に，可能な限り長く

太いインプラント体を埋入する必要がある３）。こ

のため，術前診査において，インプラント埋入予

定部位の顎骨幅，形態，骨質，骨量，吸収状態な

どを詳細に把握しなければならない４）～６）。これと

ともに，上顎では切歯管，鼻腔，上顎洞，下顎で

はオトガイ孔，下顎管，栄養管といった解剖学的

構造物の位置関係を明らかすることも重要であ

る４）～６）。

これらの診断情報を得るにはＸ線診査が必須と

なる。最もよく用いられるのは口内法，パノラマ

撮影法，あるいは頭部Ｘ線規格撮影法であ

る４）～８）。しかし，これらの撮影法で得られるの

は，近遠心方向および上下方向に関する情報のみ

である。唇（頬）舌方向の診断情報を得るには，顎

骨の横断面断層像が必要となる４）～８）。この顎骨横

断面断層像は，医科用の一般断層撮影装置４）～１０）や

Ｘ線 CT装置の多断面再構成（multi－planner re-
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抄 録：回転パノラマＸ線撮影装置による顎骨横断面断層像の画像特性を明らかにし，歯科インプ
ラント術前画像診断における有用性について検討した。無歯顎の乾燥上下顎骨を用いて，構造物の
明瞭度と距離の計測精度を一般断層像およびＸ線CTによる多断面再構成（MPR）像と比較した。
また，それぞれの観察者間一致度および観察者内一致度を求め，画像の信頼性についても検討し
た。その結果，回転パノラマＸ線撮影装置による顎骨横断面断層像の明瞭度は，舌側皮質骨を除け
ば，一般断層像と同等で，MPR像より優れていた。その信頼性は両撮影法と同等であった。距離
の計測精度とその信頼性については，ともに一般断層像と同等で，MPR像より優れていた。した
がって，回転パノラマＸ線撮影装置による顎骨横断面断層像は，インプラント術前画像診断に有用
であると結論付けられた。

キーワード：回転パノラマＸ線撮影法，顎骨横断面断層像，画像特性，観察者間一致度，観察者内
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construction；MPR）機能４）～８），１１）～１４）を用いて得ら

れる。ところが，このような撮影装置は大型かつ

高価であり，インプラント治療を行う歯科診療所

すべてが設置することは不可能である。このた

め，必要に応じて，それらの装置が設置された病

院に検査を依頼することになる。確かに，病診連

携を深めることには多くの利点があるが１５）～１７），手

続き上若干の煩雑さを伴うことも否めない１８），１９）。

もし，歯科診療所においても容易に顎骨横断面断

層像が得られ，その結果さらなる精査が必要な場

合に病院に検査依頼を行うような診療手順を踏む

ことができれば，より効率よくインプラント治療

を進めることができるものと思われる。

近年，歯科診療所においても普及度の高い回転

パノラマＸ線撮影装置に，リニア断層撮影機能が

備えられるようになった。メーカー各社が提供し

ている機種群のうち，高性能機と呼ばれるものは

必ずこの機能を有している。この機能には種々の

利用法があるが，特に顎骨横断面断層像を得るた

めの機能として注目されている。したがって，そ

の画質が一般断層像あるいはＸ線CTによる

MPR像と遜色なければ，歯科診療所においても

顎骨の３次元的診断情報が得られることになる。

そこで，本研究では，回転パノラマＸ線撮影装置

による顎骨横断面断層像の画像特性を一般断層像

およびＸ線CTによるMPR像と比較し，そのイ

ンプラント術前画像診断における有用性について

検討した。

研 究 方 法

１．分析項目

インプラント術前画像診断において顎骨横断面

断層像から得る診断情報として特に重要なのは，

皮質骨の幅と形態，構造物の位置関係，そして埋

入するインプラント体の大きさを決定するために

必要な各構造物間の距離と考えられる。すなわ

ち，画像上で各構造物を明瞭に観察できるととも

に，正確な距離計測を行えることが必要である。

そこで，回転パノラマＸ線撮影装置によるリニア

断層撮影，一般断層撮影，Ｘ線CTによるMPR

の３種類の撮影法で顎骨の横断面断層像を得て，

構造物の明瞭度および距離の計測精度について各

撮影法間での比較を行った。

これとともに，各画像の信頼性について比較す

るため，明瞭度および距離計測値について，異な

る観察者間での評価の一致性を表す観察者間一致

度と同一観察者が異なる時期に繰り返し評価した

場合の一致性を表す観察者内一致度を調べた。

観察者は，東京歯科大学歯科放射線学講座に所

属する経験年数４～１７年の歯科医師６名とした。

観察時には約５０００lｘのシャウカステンを用い，

観察目的部位以外は黒い遮光紙でマスクした。

２．使用装置

回転パノラマＸ線撮影装置には図１に示す

Proscan（Planmeca Oy, Helsinki, Finland）を用い

た。この Proscan によるリニア断層撮影は，通

常の回転パノラマＸ線撮影のようなスリット状Ｘ

線束による走査型撮影法ではない。１次スリット

を広げて広いX線束を形成し，一般断層撮影装

置によるリニア断層撮影と同じ原理で断層像を得

る。図２に，このリニア断層撮影における撮影開

始時と終了時のカセット保持部の状態変化を示

す。Ｘ線管とカセット保持部が一体となって回転

図１ 実験に使用した回転パノラマＸ線装置 Proscan

１１８０ 槙原，他：パントモ撮影装置による顎骨横断面断層像

― 26 ―



運動するとともに，撮影開始時にはカセットがＸ

線を斜め左方より受け，終了時には斜め右方から

受けるようにカセット保持部の角度が変わる。

比較対象とした一般断層像は，多軌道断層撮影

装置OPTIPLANIMAT（Siemens, Erlangen, Ger-

many）を用いて得た。Ｘ線CT装置には SOMA-

TOM Plus４VolumeZoom（Siemens, Erlangen,

Germany）を使用した。

３．撮影対象

被写体には無歯顎の乾燥上下顎骨を用い，右側

の切歯部，犬歯部，臼歯部を撮影した。その

際，３種類の撮影法で得る断層像を被写体の同一

平面のものにするため，図３に示すように，各部

位の骨頂部，ならびに唇（頬）側と舌側の皮質骨表

面に直径１．５mmのスチールボールDisposable

Skin Markers N－SPOTS（Beekley, Bristol, USA）

図２ リニア断層撮影におけるカセット保持部の状態変化
�撮影開始時 �撮影終了時

図３ スチールボールの貼付位置

歯科学報 Vol．１０１，No．１２（２００１） １１８１
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を貼付し，断層面設定の指標とした。さらに，下

顎骨に対しては，距離計測の対象とするため，３

個のスチールボールで決定される平面内の皮質骨

下縁位置にもスチールボールを貼付した。

４．撮影条件および観察試料の作成

Proscan によるリニア断層撮影（以下，リニア

断層と略す）には設定可能な断層厚として

１，３，６，９mmの４種類が用意されている

が，本研究では１mmを使用した。撮影時には，

指標となるスチールボールがすべて断層面上に位

置するように顎骨を設定した。照射条件として

は，乾燥骨であることを考慮して厚さ１mmの銅

フィルターを追加し，管電圧を６０kVにして，管

電流を１mAから６mAまで変化させ，６段階の

写真濃度の異なる画像を作成した。撮影時間は４

秒であった。

OPTIPLANIMATによる一般断層撮影では，

渦巻軌道方式２０）（以下，渦巻断層と略す）を用い

た。断層厚はリニア断層と同じ１mmに設定し

た。OPTIPLANIMATの断層厚は断層軌道方

式，振角，断層深度によって決まるため２１），振角

を４５度，断層深度を１５０mmとした。顎骨の設定

は，スチールボールがすべて断層面上に位置する

ように行った。照射条件としては，厚さ１mmの

銅フィルターを追加し，管電圧を６０kV，撮影時

間を５秒にして，管電流を１０mAから２５mAまで

変化させ，６段階の写真濃度の異なる画像を作成

した。

両撮影法で使用した増感紙およびフィルムは，

Proscan で指定されている Lanex－４００（Eastman

Kodak, Rochester, NY, USA）およびMXG－１

（Eastman Kodak, Rochester, NY, USA）で，現像

処理も処理液GBX（Eastman Kodak, Rochester,

NY, USA）を用いて指定現像法で行った。

SOMATOM Plus４ VolumeZoomによるＸ線

CT撮影（以下，CTと略す）では，臨床に準じ

て，正中矢状面および咬合平面が床に対して可及

的に垂直となるように顎骨を固定し，ガントリの

傾斜角度を０度としてスパイラル撮影を行った。

撮影条件は，撮影視野２４０mm，管電圧１２０kV，

スキャン速度１秒／回転，寝台移動速度３．５mm／

秒，コリメーション１mm×４列とした。管電流

については，乾燥骨であることを考慮して，３４mA

とした。そして，再構成スライス厚１mm，再構

成スライス間隔１mmで連続スライス画像を得た

後，MPR処理を行って，断層面設定の指標とし

たスチールボールがすべて明瞭に描出されるよう

にMPR像を作成した。断層厚はリニア断層およ

び渦巻断層と同じ１mmにした。得られたMPR

像に対し，ウィンドウ値を０もしくは６００とし，

ウィンドウ幅を２０００から４０００まで変化させて表示

条件の異なる画像を６種類作成し，ドライイメ

ジャFM－DP L（富士フィルムメディカル，東

京）を用いて出力画像を得た。フィルムには専用

のドライ画像記録用フィルムDI－AL（富士フィ

ルムメディカル，東京）を使用した。

このように，各撮影法で部位ごとに写真濃度あ

るいはコントラストの異なる画像を６種類ずつ作

成し，その中からそれぞれ観察試料とする画像を

次の手順で選定した。まず，各観察者への６つの

画像の提示順を乱数に従って決めた。そして，最

初と２番目の画像を観察者に提示し，写真濃度と

コントラストについて良好な方を選択させた。次

に，選択されなかった方を３番目の画像と交換

し，同様の比較を行わせた。このような比較を６

番目の画像まで行い，最も良好な画像を決定させ

た。続いて，その画像を除いた５つの画像で同様

の比較を行わせ，２番目に良好な画像を決定させ

た。このような比較を繰り返し，６つの画像の順

位付けを行わせた。そして，最も良好と判定され

た画像を６点，最も劣ると評価された画像を１点

として，６名の観察者による合計点を算出し，最

高点を得た画像を観察試料として選定した。観察

試料として選定された各撮影法による各部位の画

像を図４に示す。

５．分析方法

観察試料として選定されたそれぞれの画像を観

察者に提示し，各構造物の明瞭度を評価させると

ともに，画像上でスチールボール間距離を計測さ

せた。評価および計測結果について，分散分析法

１１８２ 槙原，他：パントモ撮影装置による顎骨横断面断層像
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（analysis of variance ; ANOVA）ならびに多重

比較法を用いて有意差検定を行った。統計解析ソ

フトには，StatView for Windows Version ４．５４

（Abacus Concepts, Berkeley, CA, USA）を使用

した。

１）構造物の明瞭度

各構造物の明瞭度について，次の基準で５段階

評価を行わせた。

１：非常に不明瞭である

２：不明瞭である

３：不明瞭・明瞭のどちらともいえない

４：明瞭である

５：非常に明瞭である

評価対象としたのは，全部位における骨頂と頬

図４ 各撮影法で得られた顎骨横断面断層像

歯科学報 Vol．１０１，No．１２（２００１） １１８３
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側および舌側の皮質骨内外側面，上顎の切歯部と

犬歯部での鼻腔底，上顎臼歯部での上顎洞底，下

顎の全部位における皮質骨下縁内外側面，下顎臼

歯部での下顎管である。そして，各撮影法による

各部位の各構造物について，明瞭度の平均値と標

準偏差を算出した。さらに，各撮影法での明瞭度

を比較するため，構造物ごとに有意差検定を行っ

た。多重比較にはFisher の最小有意差検定法を

用いた。厳密には，このような順序尺度データに

ついて平均値の算出等を行うことは妥当ではな

い２２）。しかし，現実には尺度の等間隔性を仮定

し，間隔尺度データとしての分析も行われている

ことから２２），本研究でもこのような検討を行っ

た。

各撮影法における明瞭度についての観察者間一

致度は，異なる観察者による評価結果について相

関係数を求めて比較した。すなわち，まず，６名

の観察者による評価結果から２名分を組合せ，各

部位のそれぞれの構造物についての結果を対応付

けて，Spearman の順位相関係数を得た。そし

て，得られた１５個の相関係数の平均値および標準

偏差を撮影法ごとに算出した。さらに，１５個の相

関係数すべてをFisher の z 変換２３）により正規化

し，撮影法間での有意差検定を行った。多重比較

にはFisher の最小有意差検定法を用いた。この

相関係数が高いほど，一致度が高いと判定した。

観察者内一致度は，２週間以上の間を空けて同

じ評価を行わせ，各観察者の２回の評価結果につ

いて Spearman の順位相関係数を求めて比較し

た。得られた６個の相関係数の平均値および標準

偏差を算出するとともに，観察者間一致度と同様

の方法で有意差検定を行った。

２）距離の計測精度

下顎骨各部位の画像上で，骨頂部と皮質骨下縁

のスチールボール間距離を上下方向距離として計

測させた。計測点はスチールボール像の中央に設

定させた。計測には，最小読取値が０．０１mmのデ

ジマチックキャリパ５５０－１１０（三豊，東京）を用い

た。同様に，唇（頬）側と舌側皮質骨表面のスチー

ルボール間距離を唇（頬）舌方向距離として計測さ

せた。リニア断層での画像の拡大率は，焦点－

フィルム間距離と焦点－断層面間距離との比とな

る２０）。両距離を実測して得た拡大率は１．５０で，各

スチールボール間距離の計測値をこの１．５０で除し

て距離計測値とした。渦巻断層では，断層深度が

１５０mmの場合，拡大率が１．２８となることか

ら２１），計測値を１．２８で除した。CTでは，画像と

ともに距離のスケールが出力されるため，これを

用いて距離補正を行った。このような画像上での

計測とともに，下顎骨に貼付した２つのスチール

ボールをデジマチックキャリパで挟ませ，スチー

ルボール間距離を実測させた。実測は各観察者に

３回ずつ行わせ，その平均値からスチールボール

の半径の２倍である１．５mmを減じて，その観察

者による距離実測値とした。そして，６名の観察

者の計測結果より各部位における実測値とそれぞ

れの画像上での計測値の平均値および標準偏差を

算出するとともに，有意差検定を行った。多重比

較にはFisher の最小有意差検定法を用いた。

各撮影法における距離計測値についての観察者

間一致度は，異なる観察者による計測値の差を求

めて比較した。すなわち，各撮影法による各計測

部位での観察者６名の計測結果から２名分の計測

値を組合せて，その差の絶対値を算出した。そし

て，得られた１５個の差のデータより，その平均値

と標準偏差を求めるとともに，有意差検定を行っ

た。多重比較には Scheffe の F検定法を用いた。

この差が小さいほど，一致度が高いと判定した。

観察者内一致度は，２週間以上の間を空けて同

じ計測を行わせ，各観察者の２回の計測結果を基

に，その差の絶対値を求めて比較した。得られた

６個の差のデータより，平均値および標準偏差を

算出するとともに，観察者間一致度と同様の方法

で有意差検定を行った。

研 究 結 果

１．構造物の明瞭度

各撮影法によるそれぞれの構造物の明瞭度を表

１に，その有意差検定を撮影法間で行った結果を

表２に示す。表２における“－”は，２つの撮影
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法間で明瞭度の平均値と標準偏差が完全に一致し

たため，ｐ値の算出が不可能であったことを意味

する。リニア断層像が渦巻断層像より有意に高い

明瞭度を示した構造物は，４０構造物中１つもな

かった。逆に，リニア断層像が有意に低い明瞭度

を示した構造物は，上顎臼歯部皮質骨舌側外側面

と内側面，下顎切歯部皮質骨舌側外側面，下顎犬

歯部皮質骨唇側内側面および舌側外側面，下顎臼

歯部皮質骨舌側外側面と内側面の７つ（１７．５％）で

あった。しかし，下顎切歯部皮質骨舌側外側面と

表１ 各撮影法における明瞭度の平均値と標準偏差（SD）

構 造 物
リニア断層 渦巻断層 MPR

平均値 SD 平均値 SD 平均値 SD

上顎骨切歯部 骨頂
皮質骨唇側外側面
皮質骨唇側内側面
皮質骨舌側外側面
皮質骨舌側内側面
鼻腔底

３．０
４．０
３．５
３．３
３．０
３．７

０．９
０．０
０．５
０．８
０．６
０．５

３．８
３．８
３．５
３．８
３．５
４．２

０．４
０．４
０．８
０．４
０．５
０．８

３．２
３．７
３．３
３．２
３．３
３．５

０．８
１．０
０．５
０．８
０．５
１．２

上顎骨犬歯部 骨頂
皮質骨唇側外側面
皮質骨唇側内側面
皮質骨舌側外側面
皮質骨舌側内側面
鼻腔底

３．８
４．２
３．５
３．２
３．０
３．５

０．４
０．４
０．５
１．０
０．６
０．５

３．０
４．３
４．２
３．３
３．７
３．０

０．６
０．５
０．８
０．５
０．５
０．０

３．０
３．５
３．２
３．５
３．３
３．５

１．１
０．５
０．８
０．５
０．５
０．５

上顎骨臼歯部 骨頂
皮質骨頬側外側面
皮質骨頬側内側面
皮質骨舌側外側面
皮質骨舌側内側面
上顎洞底

４．２
４．５
４．３
３．０
３．０
４．２

０．８
０．５
０．８
０．０
０．６
０．４

４．２
４．３
４．０
４．３
４．２
４．３

０．８
０．８
０．９
０．８
０．８
０．８

３．０
２．８
２．８
４．２
４．０
４．５

０．９
０．８
０．８
０．４
１．１
０．５

下顎骨切歯部 骨頂
皮質骨唇側外側面
皮質骨唇側内側面
皮質骨舌側外側面
皮質骨舌側内側面
皮質骨下縁外側面
皮質骨下縁内側面

３．７
４．２
４．０
３．５
４．２
３．７
４．２

０．８
０．８
０．６
０．５
０．４
０．８
０．４

４．５
４．０
３．８
４．５
４．３
４．５
４．０

０．５
０．０
０．４
０．５
０．５
０．５
０．０

３．０
３．５
３．７
３．７
３．７
３．５
３．５

０．９
０．５
０．５
０．５
０．５
０．５
０．５

下顎骨犬歯部 骨頂
皮質骨唇側外側面
皮質骨唇側内側面
皮質骨舌側外側面
皮質骨舌側内側面
皮質骨下縁外側面
皮質骨下縁内側面

４．０
４．５
３．８
２．８
４．２
４．３
４．３

０．６
０．５
０．４
０．４
０．４
０．５
０．５

４．３
４．７
４．７
４．２
４．３
４．７
４．３

０．５
０．５
０．５
０．８
０．５
０．５
０．５

３．０
３．８
３．７
３．５
３．５
３．７
３．５

０．０
０．４
０．５
０．５
０．５
０．５
０．５

下顎骨臼歯部 骨頂
皮質骨頬側外側面
皮質骨頬側内側面
皮質骨舌側外側面
皮質骨舌側内側面
皮質骨下縁外側面
皮質骨下縁内側面
下顎管

４．３
４．５
４．２
３．０
２．８
４．５
４．５
４．３

０．５
０．５
０．４
０．６
０．４
０．５
０．５
０．５

４．２
４．７
３．７
４．７
４．０
４．５
４．７
４．７

０．４
０．５
０．８
０．５
０．６
０．８
０．５
０．５

３．３
３．７
３．５
３．７
３．５
３．３
３．７
５．０

１．０
０．５
０．５
０．５
０．５
０．５
０．５
０．０
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下顎犬歯部皮質骨唇側内側面については，リニア

断層像でも明瞭度は３．０を超えていた。リニア断

層像がMPR像より有意に高い明瞭度を示した構

造物は１５（３７．５％）あった。逆に，リニア断層像が

有意に低い明瞭度を示した構造物は，上顎臼歯部

皮質骨舌側外側面，下顎臼歯部皮質骨舌側内側

面，下顎臼歯部下顎管の３つ（７．５％）であった。

下顎臼歯部下顎管については，リニア断層像でも

表２ 各撮影法間での明瞭度についてのｐ値

構 造 物
リニア断層
vs

渦巻断層

リニア断層
vs
MPR

渦巻断層
vs
MPR

上顎骨切歯部 骨頂
皮質骨唇側外側面
皮質骨唇側内側面
皮質骨舌側外側面
皮質骨下側内側面
鼻腔底

０．０６２
０．９０４
―

０．２２４
０．１４８
０．３４２

０．６９２
０．６７４
０．６６３
０．６７９
０．３２５
０．７４８

０．１２７
０．９０４
０．６６３
０．１１２
０．６１９
０．２１０

上顎骨犬歯部 骨頂
皮質骨唇側外側面
皮質骨唇側内側面
皮質骨舌側外側面
皮質骨舌側内側面
鼻腔底

０．０８０
０．５６８
０．１１６
０．６９２
０．０５６
０．０７２

０．０８０
０．０３４＊

０．４１７
０．４３２
０．３１７
―

―
０．０１１＊

０．０２４＊

０．６９２
０．３１７
０．０７２

上顎骨臼歯部 骨頂
皮質骨頬側外側面
皮質骨頬側内側面
皮質骨舌側外側面
皮質骨舌側内側面
上顎洞底

―
０．６９２
０．４９４
０．００１＊＊＊

０．０３１＊

０．６４５

０．０２４＊

０．００１＊＊＊

０．００７＊＊

０．００２＊＊＊

０．０６０
０．３６２

０．０２４＊

０．００２＊＊＊

０．０２７＊

０．５９２
０．７３９
０．６４５

下顎骨切歯部 骨頂
皮質骨唇側外側面
皮質骨唇側内側面
皮質骨舌側外側面
皮質骨舌側内側面
皮質骨下縁外側面
皮質骨下縁内側面

０．０８０
０．５９９
０．５９２
０．００６＊＊

０．５５９
０．０６２
０．４７６

０．１５３
０．０４８＊

０．２９１
０．５９９
０．０９３
０．６６３
０．０１０＊

０．００４＊＊＊

０．１２８
０．５９２
０．０１７＊

０．０３０＊

０．０１８＊

０．０４４＊

下顎骨犬歯部 骨頂
皮質骨唇側外側面
皮質骨唇側内側面
皮質骨舌側外側面
皮質骨舌側内側面
皮質骨下縁外側面
皮質骨下縁内側面

０．２４０
０．５６８
０．００９＊＊

０．００１＊＊＊

０．５６８
０．２８１
―

０．００２＊＊＊

０．０３４＊

０．５５９
０．０６８
０．０３４＊

０．０４１＊

０．０１５＊

０．００１＊＊＊

０．０１１＊

０．００３＊＊＊

０．０６８
０．０１１＊

０．００４＊＊＊

０．０１５＊

下顎骨臼歯部 骨頂
皮質骨頬側外側面
皮質骨頬側内側面
皮質骨舌側外側面
皮質骨舌側内側面
皮質骨下縁外側面
皮質骨下縁内側面
下顎管

０．６８９
０．５９２
０．１７９
０．００１＊＊＊

０．００２＊＊＊

―
０．５９２
０．１９１

０．０２７＊

０．０１５＊

０．０８０
０．０５６
０．０４８＊

０．００７＊＊

０．０１５＊

０．０１５＊

０．０５９
０．００５＊

０．６４５
０．００７＊＊

０．１２８
０．００７＊＊

０．００５＊＊

０．１９１

―：ｐ値算出不可 ＊：ｐ＜０．０１ ＊＊：ｐ＜０．０１ ＊＊＊：ｐ＜０．００５

１１８６ 槙原，他：パントモ撮影装置による顎骨横断面断層像

― 32 ―



明瞭度は３．０を超えていた。渦巻断層像がMPR

像より有意に高い明瞭度を示した構造物は２０

（５０．０％）あったが，有意に低い明瞭度を示した構

造物は１つもなかった。

図５は，各撮影法による明瞭度についての観察

者間一致度を比較した結果である。グラフ中の誤

差棒は，１標準偏差を表している。相関係数が最

も高かったのは渦巻断層像で，最も低かったのは

MPR像であったが，３種類の撮影法間で有意差

はみられなかった。

図６は，観察者内一致度を比較した結果であ

る。観察者間一致度と同様，相関係数が最も高

かったのは渦巻断層像で，最も低かったのはMPR

像であったが，３種類の撮影法間で有意差はみら

れなかった。

２．距離の計測精度

各撮影法による距離計測精度について比較した

結果を図７に示す。リニア断層像および渦巻断層

図６ 各撮影法による明瞭度についての観察者内一致度図５ 各撮影法による明瞭度についての観察者間一致度

図７ 各撮影法による距離計測精度
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像では，どの計測部位においても実測値との間に

有意差は認められなかった。MPR像では，切歯

部上下方向と唇舌方向，そして臼歯部上下方向の

距離計測値が実測値より有意に大きかった。撮影

法間では，切歯部上下方向距離についてMPR像

がリニア断層像より有意に大きな計測値を示し

た。犬歯部唇舌方向距離についてはリニア断層像

が渦巻断層像およびMPR像より，臼歯部上下方

向距離についてはMPR像がリニア断層像および

渦巻断層像より，臼歯部頬舌方向距離については

リニア断層像が渦巻断層像およびMPR像より有

意に大きな計測値を示した。実測値および計測値

の平均値を用いて算出した誤差は，リニア断層像

では０．２～１．８％で平均１．１％，渦巻断層像では

０．１～２．５％で 平 均１．４％，MPR像 で は０．１％～

４．２％で平均２．２％であった。なお，MPR像によ

る距離計測値の標準偏差は，すべての計測部位に

おいて大きかった。

図８は，各撮影法による距離計測値についての

観察者間一致度を比較した結果である。MPR像

では，観察者間の距離計測値の差がすべての計測

部位において最も大きかった。切歯部上下方向距

離と臼歯部上下方向距離については，リニア断層

像および渦巻断像像による観察者間の計測値の差

は，MPR像より有意に小さかった。すなわち，

高い観察者間一致度を示した。犬歯部唇舌方向距

離については，リニア断層像による計測値の差は

渦巻断層像およびMPR像より有意に小さかっ

た。切歯部唇舌方向距離，犬歯部上下方向距離，

臼歯部唇舌方向距離については，撮影法間で有意

差はみられなかった。

図９は，観察者内一致度を比較した結果であ

る。MPR像は，同一観察者による距離計測値の

差もすべての計測部位において最も大きかった。

しかし，有意差がみられたのは臼歯部頬舌方向距

離のみで，渦巻断層像がMPR像より有意に小さ

な計測値の差を示した。すなわち，高い観察者内

一致度を示した。それ以外の計測部位では，撮影

法間に有意差は認められなかった。

考 察

米国歯科放射線学会は，インプラント術前画像

図８ 各撮影法による距離計測値についての観察者間一致度
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診断に利用される各種撮影法について，得られる

診断情報，利便性，被曝線量，検査費用等に関す

る詳細な文献調査を行い，適切な撮影法の選択基

準をガイドラインとして提示した２４）。その中で，

すべてのインプラント埋入予定部位に対して顎骨

横断面断層像による診断を行うべきで，そのため

の最適な撮影法は渦巻軌道方式あるいは三巻曲線

軌道方式による一般断層撮影であると述べてい

る。Ｘ線CTは，被曝線量や検査費用などの問題

から，埋入予定部位が７部位を超える場合に用い

るべきとしている。回転パノラマＸ線撮影装置に

よる顎骨横断面断層像についても触れているが，

それは以前用いられたスリット状Ｘ線束での走査

型撮影機能による画像を対象にしたものである。

このような撮影機構では，断層面は曲面となり，

断層域も広すぎて，鮮明な横断面像を得ることは

困難であるとしている。本研究で対象としたリニ

ア断層撮影機能による画像については全く言及し

ていないが，それはその画像特性について詳細に

検討した文献が見当たらないためと思われる。

本研究では，このリニア断層撮影機能で得られ

る顎骨横断面断層像の画像特性を明らかにするこ

とを目的として，構造物の明瞭度と距離の計測精

度，さらにそれらの観察者間および観察者内一致

度について検討し，一般断層撮影装置による渦巻

断層像およびＸ線CTによるMPR像との比較を

行った。その結果，構造物の明瞭度については，

表１および２に示したように，舌側の皮質骨を除

けば，渦巻断層像と同等で，MPR像より優れて

いた。舌側皮質骨の明瞭度が低かったのは，リニ

ア断層では断層面以外の構造物のボケが小さ

く２０），この強い障害陰影がＸ線の移動方向すなわ

ち画像の水平方向に生じて断層像に重複するため

と考えられた。この障害陰影の影響を小さくする

にはＸ線の運動軌道をより複雑にする必要があ

る２０）ことから，リニア断層で舌側皮質骨の明瞭度

をこれ以上にすることは困難と思われた。明瞭度

についての観察者間および観察者内一致度は，図

５および６に示したように，ともに撮影法間で有

意差がみられなかった。すなわち，明瞭度につい

ては，リニア断層像の信頼性は渦巻断層像および

MPR像と同等と思われた。

図９ 各撮影法による距離計測値についての観察者内一致度
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リニア断層像および渦巻断層像による距離計測

値は，図７に示したように，どの計測部位におい

ても実測値との間に有意差が認められなかった。

これに対して，MPR像では，部位によっては距

離計測値が実測値より有意に大きかった。このこ

とから，リニア断層像による距離の計測精度は渦

巻断層と同等で，MPR像より優れていると考え

られた。距離計測値についての観察者間および観

察者内一致度は，図８および９に示したように，

リニア断層と渦巻断層の間には有意差がほとんど

みられなかったが，MPR像はいくつかの部位で

有意に低い一致度を示した。すなわち，リニア断

層像における距離計測の信頼性も渦巻断層像と同

等で，MPR像より高いと考えられた。

このように，Ｘ線CTによるMPR像は，構造

物の明瞭度，距離の計測精度ともにリニア断層像

および渦巻断層像に及ばなかった。本研究で評価

対象としたMPR像は，スライス厚１mmのスラ

イス画像を再構成して得たものである。このた

め，体軸方向の空間分解能がスライス面内に比べ

て低い２５）。このことは，図４に示したように，MPR

像で球形のスチールボールが円形を呈していない

ことから明らかである。一方，本研究で用いた被

写体は無歯顎の上下顎骨であるが，無歯顎では骨

吸収が進行して骨壁や皮質骨が菲薄化する２６）。そ

の場合，空間分解能の低いMPR像では薄い骨を

十分描出できない可能性がある。明瞭度の評価が

低かったのは，このような理由によると思われ

る。また，距離計測の精度が低かったのは，ス

チールボールが円形を呈していないことから，そ

の中央を特定することが困難であったためと思わ

れる。すなわち，MPR像の画像特性がリニア断

層像および渦巻断層像に及ばなかったのは，すべ

て空間分解能の低さ，特に体軸方向の空間分解能

の低さに起因すると考えられる。最近開発された

高性能Ｘ線CT装置では，より薄いスライス厚を

利用でき，３次元的に空間分解能が等しくなる等

方性ボクセル２７），２８）が実現されている。これを用い

れば，MPR像の明瞭度および距離計測精度も改

善されるものと考えられた。一方，単一の画像に

ついてはMPR像の評価結果はリニア断層像およ

び渦巻断層像に及ばなかったが，MPR像には顎

骨に沿った横断面像を連続的に得ることができる

という大きな利点がある。このため，構造物の３

次元的な位置関係を容易に把握することが可能で

ある。リニア断層や渦巻断層で顎骨に沿った断面

像を連続的に得るには，その都度断層面位置の設

定や患者の位置付けを変更しなければならず，撮

影が極めて煩雑になる。このことに加えて，CT

値によって骨量の評価が可能であることもMPR

像の大きな利点である。これらのことから，埋入

予定部位を精査する必要がある場合，あるいはイ

ンプラント埋入予定部位が多数ある場合には，

MPR像による診断が有効と思われた。

今回検討した撮影法の中で最も優れた画像特性

を示したのは，米国歯科放射線学会のガイドライ

ンに示されているように，一般断層撮影装置によ

る渦巻断層像であった。しかし，この撮影法には

大きな欠点がある。それは，断層面が患者寝台と

常に平行になるということである。このため，顎

骨の目的とする平面の断層像を得るには，その平

面が寝台と平行になるように患者の頭部を傾けて

固定する必要がある。本研究では乾燥骨を被写体

としたためこの設定が可能であったが，患者に対

してこのような位置付けを正確に行うことは困難

である。これに対して，回転パノラマＸ線撮影装

置によるリニア断層撮影では，断層面を顎骨の任

意の位置に設定することが可能で，目的とする断

層像を容易に得ることができる。しかも，口腔内

の印象を採得して装置の撮影補助具に固定し，こ

れに対して断層面設定を行った後に咬合させて撮

影すれば，より正確な位置の断層像を得ることが

可能になる１８），２９）。このように，回転パノラマＸ線

撮影装置による顎骨横断面断層撮影は，一般断層

撮影装置に比べて，装置の大きさや価格の面だけ

でなく，臨床での利便性にも優れると考えられ

た。

以上のことから，特に歯科診療所においては，

回転パノラマＸ線撮影装置による顎骨横断面断層

像の画質はインプラント術前画像診断のために十
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分であり，しかも装置の利便性も高いことから，

その有用性は高いと考えられた。

結 論

回転パノラマＸ線撮影装置による顎骨横断面断

層像の明瞭度は，舌側皮質骨を除けば，一般断層

撮影装置による渦巻断層像と同等で，Ｘ線CTに

よるMPR像より優れていた。その信頼性は両撮

影法と同等であった。距離の計測精度とその信頼

性については，ともに渦巻断層像と同等で，MPR

像より優れていた。したがって，回転パノラマＸ

線撮影装置による顎骨横断面断層像は，歯科イン

プラント術前画像診断に有用であると結論付けら

れた。
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Cross-Sectional Imaging with Rotational Panoramic X-ray Machine
for Preoperative Assessment of Dental Implant Site

― Comparisons of Imaging Properties
with Conventional Film Tomography and Computed Tomography ―

Masahiro MAKIHARA, Keiichi NISHIKAWA, Kinya KUROYANAGI

Department of Oral and Maxillofacial Radiology, Tokyo Dental College

（Acting Chairman : Prof. Yuzuru Kaneko）

Key words : rotational panoramic radiography－cross-sectional imaging－imaging property－inter-observer

agreement－intra-observer agreement

To clarify the validity of cross-sectional imaging with rotational panoramic x-ray machine for pre-

operative assessment of the dental implant site, the imaging properties were compared with those of

spiral tomography and multi-planer reconstruction（MPR）manipulation of x-ray computed tomogra-

phy．

Cross-sectional imaging of the maxilla and mandible of an edentulous dry skull was performed by

each technique at an image layer thickness of 1 mm. Steel spheres were used to identify cross-sectional

planes and measure distance. Six oral radiologists scored the image clarity of structures with 5-grade

rating scales and measured the distance between images of 2 steel spheres. Each measured distance

was divided by the magnification factor. The actual distance was also measured on the skull. The score

and the distance were statistically compared. The Spearman’s rank correlation coefficients for the score

and the absolute values of the difference in distances measured by different observers were calculated

as test units to compare inter-observer agreements statistically. The same observation and measure-

ment were repeated to compare intra-observer agreement.

Image clarity of the linear tomography available with a panoramic machine was comparable to spi-

ral tomography and superior to MPR, except for the cortical bone on the lingual side. The inter- and

intra-observer agreements were comparable. The accuracy for measurement of distance, the inter- and

intra-observer agreements were also comparable to the spiral tomography and superior to those of

MPR.

Therefore, it is concluded that cross-sectional imaging with a rotational panoramic x-ray machine is

useful for preoperative assessment of the dental implant site.

（The Shikwa Gakuho，１０１：１１７９～１１９３，２００１）
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