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緒 言

現在の歯科臨床における印象採得は，シリコー
ンゴム印象材などを用いた連合印象が通法とされて
いる。一方，近年注目を集めているのは，口腔内ス
キャナー（以下，IOS）を使用し，直接的に口腔内
の情報をデジタル化する光学印象法である。IOS に
よって得られた画像データは，STL 形式などの
データファイルとして保存され，CAD/CAM によ
る補綴装置製作に使用される。

IOS は支台歯や歯列，粘膜の静止画像あるいは動
画を撮影することで，３次元モデルを迅速に構築す
ることが可能である。光学印象法のメリットは①
チェアータイムの短縮，②嘔吐反射や開口制限のあ
る患者の苦痛軽減，③感染予防と材料の削減，④印

象のデータ化による保管スペースの不要，⑤技工所
への容易な連絡である１，２）。

IOS システムでは，口腔内スキャナーと３次元
（３D）構築ソフトウェアを用いて，印象採得と
バーチャル模型作製を同時に行う。そのため，光学
印象の精度に影響する IOS システムの性能は，間
接修復治療のデジタルワークフローを成功させるた
めの重要な条件であるといえる。IOS を用いた補綴
治療は，内側性窩洞の１級インレー修復から臨床応
用が開始され，現在では３～５ユニットブリッジに
まで適応拡大している。クラウンブリッジ領域で応
用される光学印象法に関する研究は，単冠あるいは
４ユニット程度のショートスパンブリッジの適合性
に焦点を当てたものが多く報告されている３－６）。

単独歯の光学印象では，シリコーンゴム印象材
を用いた精密印象法に比較して，IOS で同等の正確
度が得られたという報告４，５）や少数歯範囲のクラウン
ブリッジ治療やインプラント治療による補綴処置で
は，デジタル化において従来のシリコーンゴム印象
材を用いた精密印象法と比較したとき誤差を生じる
リスクは少ないという報告がある７）。一方，口腔内
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スキャナーではスキャン計測深度に制限があったた
め，２級インレーのような深い内側性窩洞を伴う形
態においては，修復物が不適合となる可能性があ
り，内側性窩洞の範囲や深さによっては従来法と光
学印象法を使い分ける必要があった。

これまで多くの分野で精度検証が行われている
ものの，歯肉縁下やアンダーカット部など直視しに
くい部分のスキャニングは困難であるという点につ
いては，いまだに解決されていない７，８）。

しかし，近年 IOS の技術改善が図られ，スキャ
ン計測深度の向上した IOS が開発された。これに
より，これまで IOS ではスキャンが困難と考えら
れていた窩洞や，ポスト部のような内側性形態のス
キャン正確度の向上が期待される。

そこで本研究の目的は，スキャン計測深度の異
なる IOS を用いて支台築造窩洞の正確度検証を行
い，臨床応用の実現性を検討することとした。

材料および方法

１．条件設定
基準模型に上顎模型：（D-１８-５００H（GUB）-MF,

NISSIN），対象歯に上顎左側第一大臼歯：（A１２A-
５００♯２６，NISSIN）を用いた。この対象歯には，口
蓋 根 に 根 管 形 成 用 バ ー（♯３，d＝１．４８，D＝
１．９５，MANI）を用いて髄床底から深さ６mm のポ
スト部を形成した。また，対象歯の残存壁の高径は
遠心歯肉縁からの距離が０，２，４mm の３条件と
した（図１）。

基準模型の対象歯の頰側歯肉に２点，口蓋側歯
肉部に１点の，基準球を付与し，この３点の基準球
中心点で基準平面を設定した。基準模型をビニルシ
リコーンゴム印象材（FusionⅡ，ジージー）で印
象採得し，印象面をラボスキャナー（D/R２０００，３
Shape）で７回スキャンした。各データを STL デー

タに変換し，画面上ですべてのデータを凹凸反転さ
せた。この STL データをマスターデータとした（図
２）。

２．計測方法
経験豊富な１人のオペレーターが，２種類の IOS

システムを用いてポスト部を含む支台築造窩洞のす
べての光学印象を行った。IOS には TRIOSⓇ３（３
Shape：スキャン計測深度・１０mm，以下 IOS-A），
Primescan（Dentsply Sirona：同・２０mm，以下 IOS
-B）を用いた。

３．スキャン経路
スキャン経路は，上顎左側第二大臼歯から上顎

左側第一小臼歯まで「スライド」スキャン技法を用
いて被験データ採得を行った。スキャン中の停止お
よび再開は行わず，連続してスキャンを行った。ま
た各条件で７回ずつスキャンを行った（n＝７）。

４．画像解析とデータ評価
すべての被験データを STL データに変換し，３

次元計測ソフトウェア（GOM inspect，GOM）上
にインポートした。歯肉などの軟組織部分をトリミ
ングした後，ベストフィットアルゴリズム法を用い

図２ 基準球を反映したマスターデータ

図１ 残存壁の高径
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てマスターデータとの重ね合わせを行った。重ね合
わせを行った後，色分けしたカラーマップを作成
し，偏差のパターンを形状観察した。その後，基準
平面からスキャンしたポスト部先端までの垂線を基
準平面－ポスト部先端距離として計測した（図３）。

また，マスターデータの基準平面－ポスト部先
端距離の平均距離を control とした。データの解析
には，SPSS ver．２８．０（IBM Corp, Armonk）を用
いた。各条件における基準平面－ポスト部先端距離
について統計解析は一元配置分散分析を行い，多重
比較には Bonferroni 法を用いた。すべての分析
は，有意水準 p＝０．０５で行った。

結 果

IOS スキャンデータとマスターデータを重ね合わ
せた，カラーマップの典型像を図４に示す。残存壁
の高径が増加するにつれて，窩洞部内壁や窩底部に

みられる偏差が多く見られた。特に窩底部では，残
存壁の高径が増加するにつれて正の偏差が大きく
なった。さらに，カラーマップ画像を比較したとこ
ろ，スキャン計測深度が深い IOS-B は IOS-A と比
較して，基準模型とのずれが小さい傾向が認められ
た。

IOS-A と IOS-B で取得したスキャンデータ（ポ
スト部）の典型例を図５に示す。ポスト部の形状観
察において，IOS-A は残存壁の高径に関わらず窩
底部の形状は確認できたが，ポスト部の再現性は
劣っていた。一方，IOS-B では，残存壁の高径に関
わらずポスト部先端までスキャンは可能であった。
さらに詳しく分析し，各スキャンデータの平面－ポ
スト部先端距離の平均距離をまとめた図６を示す。
IOS-A は control の平面－ポスト部先端距離と比較
し，有意差があった。IOS-B では，残存壁高径に関
わらずポスト部先端付近までスキャンが可能であり
control と比較し，平面－ポスト部先端距離に有意
差はなかった。

考 察

本研究では，支台築造窩洞をスキャンする際
に，IOS システムのスキャン計測深度が及ぼす影響
を，in vitro環境下で検討した。Flügge ら７）は，IOS
システムを in vitro環境下で行った場合，in vivo環
境下で使用した場合よりも正確度が高いことを示し
た。したがって，スキャン時に口腔内スキャナーの
操作性の自由度が高いと，IOS の実際の性能を過大
評価する可能性がある。

そこで，本研究では実際に口腔内でスキャンす

図４ 基準模型のスキャンデータとマスターデータを重ね合わせた典型像

図３ 平面－ポスト部先端距離の計測
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る際の口腔内スキャナーの動きを想定し，上顎左側
第二大臼歯から第一小臼歯まで咬合面から頰側面，
口蓋側面の順にスキャンする「スライド」スキャン
技法を用いることで可能な限り臨床条件に近い状態
を再現した。

基準模型のスキャンデータとマスターデータを
重ね合わせた際，カラーマップでは残存壁の高径が
増加するにつれて窩洞部内壁や窩底部にみられる偏
差が大きくなる傾向が見られた。これはスキャン照
射光を被印象体面に対してできる限り垂直に向ける
ことで，最適なスキャンが可能になるという報
告９，１０）から説明できる。残存壁の高径が増加するに
つれて，窩洞部内壁や窩底部に対して垂直にスキャ
ン照射光を向けることが困難になるため偏差が大き
くなったと考えられる。

ポスト部の形状観察において，IOS-A は残存壁
の高径に関わらず窩洞部の形状は確認できたが，ポ
スト部の再現性は劣っていた。一方，IOS-B では残
存壁の高径に関わらずポスト部先端までスキャンは

可能であった。これは，IOS-A は IOS-B と比較し
スキャン計測深度が浅く，ポスト部先端までスキャ
ン照射光が到達しないことが原因だと考えられる。
Grupinar ら１１）は，臼歯部の髄腔内保持型クラウン
の光学印象を調査し，CEREC Omnicam, Primes-
can, TRIOS３, iTero Element２, Planmeca Emer-
ald, Virtuo Vivo の各種スキャナー中で，窩洞の深
さに関わらず，Primescan が最も高い正確度を示し
たと報告している。これらの先行研究の結果は，本
研究の結果と一致している。

また，いくつかの IOS システムを比較した研究
では，フルブリッジおよび部分的なブリッジの光学
印象採得について，Primescan と TRIOS３が高い
正確度を示したと報告されている１２）。加えて，クラ
ウンとインレーの光学印象採得の部分的な正確度に
関する別の研究では，Primescan はテストされた
IOS システムの中で最も高い正確度を示し，その正
確度はビニルシリコーンゴム印象材で得られた従来
の印象の精度に近似していた１３）。本研究で，IOS-B

図５ スキャンデータの形状観察（ポスト部）

図６ 平面－ポスト先端距離の比較
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は，残存壁高径に関わらずポスト部先端付近までス
キャニングが可能であり control と比較し，平均し
た平面－ポスト部先端距離に有意差はなく先行研究
の結果と一致している。

本研究では，画像データを重ね合わせた際に，
観察を行い傾向のみを示したが，RMS 値を算出す
ることによる詳細な分析が望まれる。また，唾液，
歯肉溝浸出液，患者の動きなどの臨床条件をシミュ
レートすることができなかった。本研究で得られた
知見を裏付けるためには，生体内でのさらなる臨床
的研究が必要であると考えられる。さらに，IOS シ
ステムを用いて内側性窩洞とポスト部のスキャン精
度に関する修復物の適合性を調査することで，臨床
的に有用な知見が得られると考えられる。

結 論

本研究では，スキャン計測深度が浅い IOS-A は
スキャン計測深度が深い IOS-B と比較し，残存壁
の高径が増加するにつれて窩洞部内壁や窩底部にみ
られる偏差が多く見られた。特に窩底部は，残存壁
の高径が増加するにつれて正の偏差が大きくなっ
た。

スキャン計測深度が浅い IOS-A では，残存壁の
高径に関わらずポスト部の再現性は劣っていた。

スキャン計測深度が深い IOS-B では，残存壁の
高径に関わらずポスト部先端付近までスキャニング
が可能であり，臨床的に応用することができる可能
性が示唆された。
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A study of the usefulness of intraoral scanner for abutment cavity

Takahiro KAWASAKI１），Mamoru YOTSUYA１），Kazuhiro UMEHARA１，２），Hideshi SEKINE１）

１）Department of Fixed Prosthodontics, Tokyo Dental College
２）AOMORI

Key words : Intraoral Scanner, Measuring Depth of Scanning, Abutment cavity

Intraoral scanners（IOS）with improved measuring depth of scanning performance have recently been de-
veloped．These scanners could be used for clinical applications in deep medial fossae such as the post re-
gion．Therefore，this study aimed to verify the feasibility of the clinical application of IOS by scanning the
post area with it using different measuring depth of scanning performance．A maxillary model of the first
molar was used as the reference model．A post with a depth of ６mm was formed in the palatal root using
a root canal forming bar，and the height of the remaining wall of the crown of the target tooth was set at
０，２，４mm．TRIOSⓇ３（３Shape : Measuring Depth of Scanning，１０mm ; hereinafter referred to as IOS
-A）and Primescan（Dentsply Sirona : Measuring Depth of Scanning，２０mm ; hereinafter referred to as IOS
-B）were used as IOS．All the measurement data were converted to STL data and imported into the three
-dimensional measurement software．The vertical line from the reference plane connecting the reference
sphere to the tip of the scanned post was measured as the plane-post tip distance．With IOS-B，which has
a deep measuring depth of scanning，scanning can be performed up to the tip of the post regardless of the
diameter of the remaining wall height，suggesting its clinical application.

（The Shikwa Gakuho，１２２：９３－９８，２０２２）
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