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緒 言

歯科用コーンビーム CT（以下，CBCT）は歯科診断

に変革をもたらし，歯内療法分野でもさまざまな恩恵

を享受できるようになった
1,2)

．歯，顎骨および周囲組

織の複雑な解剖学的形態の把握や，さまざまな治療履

歴で生じた根管の形態変化についての診断，処置方針

策定においても，CBCTの臨床有用性は非常に高い．

手術用実体顕微鏡下での根管経由の治療実践に際して

も，CBCT 画像情報によって精緻で適切な処置操作が

可能となった
3,4)

．

しかし CBCT 画像は，3D コンピュータグラフィッ

クスを含め基本的にモニタ画像での観察であるため，

三次元形態の把握は術者の推定形態イメージに拠って

いるのは否めない．したがって，CBCT撮影で得られ

た三次元的形態情報を歯内治療の実践に十分に反映す

るには，限界があったといわざるを得ない．

近年，三次元的形態情報から立体造形モデル（3D

モデル）を作製する 3D プリント技術が多様な産業分

野で導入されている．医科領域では「実物大臓器立体

モデル」として，さまざまな外科的処置に際して応用

が進められてきている
5,6)

．歯科領域においても口腔

外科領域や口腔インプラント領域で 3D モデルが実践

的応用段階にある
7,8)

．

しかしながら，歯内治療領域では 3D プリント技術

が活用するまでの段階には至っていない現状にある．

産業用光硬化インクジェット方式 3D プリンタによる

奇形歯症例の歯のみの 3D モデル作製，処置シミュ

レーション用として利用した報告
9,10)

がみられるに過

ぎない．

著者らは 2015 年，経済性に優れた熱溶融積層（fused

deposition modeling：FDM）方式のパーソナル 3Dプ

リンタを用い，CBCT 画像データを CAD データに変
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換し，『過剰歯癒着と臼旁歯癒合を伴う複雑な形態を

呈した下顎第二大臼歯』を有する患者の歯と顎骨とを

含む 3D モデルを作製し，患歯の診断ならびに処置方

針立案，患者とのインフォームドコンセント，根管処

置シミュレーションなど，さまざまな歯内治療マネー

ジメントに有用であることを報告した
11)
．

このような歯と顎骨とを含む 3D モデル応用の歯内

治療関連の報告はいまだ他に類をみない．今回われわ

れは，歯内療法臨床での 3D プリント技術の拡張的応

用を企図した．すなわち，CBCT撮影を行い外科的歯

内療法が適応となった症例において，CBCT画像デー

タから歯・顎骨の 3D モデルを作製し治療マネージメ

ントへの応用を試みたので報告する．なお本報告の症

例は東京歯科大学倫理規定に則り，患者から書面での

同意・承諾を得ている．

材料および方法

歯・顎骨 3D モデル作製には，東京歯科大学千葉病

院保存科に来院した患者 2 名の CBCT・DICOM 画像

を元データとした．画像データを医用画像アプリケー

ション；Volume Extractor 3.0（i-Plants Systems）で

CADデータに構築し，熱溶解積層（FDM）方式のパー

ソナル 3D プリンタ；Value3D MagiX MF-2000（ム

トーエンジニアリング：Fig. 1）を使用して ABS

（Acrylonitrile butadiene styrene）樹脂の 3D モデル

を造形した．3D モデルは，歯・顎骨全域または歯の

抽出部分の等倍モデルあるいは 1.5倍大モデル等を用

途に応じて複数個作製した．

�．症例 1

患者は 48歳，男性．上顎右側中・側切歯部の歯根囊

胞の治療依頼で，東京歯科大学千葉病院保存科に紹介

来院した．患者は上顎前歯部の腫脹感と根尖部圧痛を

主訴に近医を受診した．上顎右側中切歯（#11）なら

びに側切歯（#12）部の歯根囊胞との臨床診断を受け，

各種エックス線画像検査で根尖周囲に広範な骨欠損部

が認められたため，患歯の保存的治療の可否判定を含

めた専門的加療が必要として当科受診となった．

紹介医からは，口内法 X 線写真と CBCT の画像

データが情報提供された．口内法 X 線写真（Fig. 2）で

#11と #12の歯根中央から根尖周囲を包含する母指頭

大（15 mm×15 mm）の骨欠損が認められた．CBCT

画像（Fig. 3）で through and through の広範囲の骨欠

損を認め，特に口蓋側皮質骨の欠損は患歯歯根全長近

くに及んでいた．

患者には，X線画像の診断結果について説明すると

ともに，3Dモデル（Fig. 4）を併用して，患部の骨欠損

状況や根尖部周囲外科処置の施術方法とその困難性な

どについて示説した．3D モデルによって，患者にも

三次元的な骨欠損状況が容易に理解された．そして手

術時の切歯管損傷リスクや，想定される術後経過に関

98 日歯内療誌 37�2�：97〜105，2016

Fig. 1 The personal 3D printer which uses

fused deposition modeling（FDM).

図 1 3D モデル作製に使用した使用した熱溶

解積層（FDM）方式のパーソナル 3Dプ

リンタ

Fig. 2 Intraoral dental radiograph of the

teeth #12 and #11, preoprative.

図 2 #12，#11部の術前口内法 X線写真
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しても患者の理解が得られ，歯根端切除術処置方針へ

の理解が得られた．

施術前に 3D モデルで三次元的な骨欠損域，近接す

る切歯管などの周囲構造物，汚染が想定される歯根面

の範囲などの確認を行ったうえで，#11，#12 部の囊

胞摘出術ならびに歯根端切除術を実施した（Fig. 5）．

臨床経過観察では，術後 6 カ月までのリコールにお

いて患者の不快症状の再発はなく，X線画像的にも施

術部の骨創腔範囲の縮小傾向がみられ，良好な治癒経

過を示した（Fig. 6）．摘出した病変部の病理組織学的

検査を行い，Radicular cyst との確定診断が得られた．

�．症例 2

患者は 37歳，女性．上顎右側第一大臼歯（#16）の

難治性根尖性歯周炎の治療依頼で東京歯科大学千葉病

院保存科に紹介来院した．

患者は，#16 の近心頰側根部歯肉腫脹を主訴に近医

を受診，2 つの歯科医院で約 6 カ月に渡って感染根管

治療を受けたが，同部の歯肉腫脹・自壊を繰り返し発

現，紹介医からも根管治療時，近心頰側根管内への膿

性の根管滲出液が消失しない旨の情報提供があり，精

査ならびに加療目的で当科受診となった．

当科初診時の口内法 X線写真（Fig. 7）で，#16の近

心頰側根（MB 根）の根尖部周囲に境界明瞭で類円形

の根尖透過像を認めた．ポケットプロービングで #16

頰側中央に限局して 5 mmの歯周ポケット（Fig. 8）が

認められたが，他の部位では 2 mm程度であった．ま

た，歯に動揺はなく歯肉腫脹もみられなかった．

#16 の修復材料除去後にコンポジットレジン隔壁を

築盛，ラバーダム防湿下に感染根管治療を開始した．

3D プリント技術を用いた外科的歯内治療マネージメント 99

Fig. 3 Cone-beam CT（CBCT）images.（a）Sagittal view of the tooth #11 showed palato-alveolar

marked defects.（b-e）Axial views from the apex of the root to mid-crown.（c-e）CBCT

revealed a large cystic area penetrating to incisive canal.

図 3 CBCT画像．（a）#11部の矢状断像．口蓋側皮質骨の欠損が著しい．（b)〜(e）：順に根尖側から歯頸

側への軸位断像．（c)〜(e）では切歯管と骨欠損部との交通が認められる．

Fig. 4 3D Models fabricated by the 3D printer.（a）Labial surface view. A

marked defect been settled�through and through�（b）Palate side view.

Obviously root surface exposure and undercut（▲).

図 4 歯・顎骨 3Dモデル．（a）：唇側面観．through and through の著しい欠損状況．

（b）：口蓋側面観．根面露出とアンダーカット（▲）が明瞭．
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近心頰側根管の根管長は歯冠部窩縁から 11 mm と比

較的短く，根尖孔部幅径が K ファイル 50 号相当で根

尖孔部形態の破壊がうかがわれた．同日，水酸化カル

シウム糊剤を根管貼薬した．次回来院時，患者から腫

脹発現が反復したとの訴えがあった．難治性根尖性歯

周炎における CBCT の有用性を患者に説明，同意を

得て CBCT（Veraviewepocs 3D：モリタ）の撮影を行っ

た．

CBCT 画像で #16 MB 根周囲の歯槽骨欠損状況が

明らかとなった（Fig. 9）．3D ボリュームレンダリン

グ画像（Fig. 9-a）にて，#16 のMB根根尖部周囲の骨

欠損に伴う歯根露出を認めた．#16 の頰側 2 根を含む

矢状断像および軸位断像（Fig. 9-b，c）で，MB根尖部

と根分岐部の骨欠損範囲が一部で連続する形態として

観察された．同部の前額断連続画像（Fig. 9-d〜g）情

報を統合すると，骨欠損に近接する洞底部骨壁が膨隆

しドーム状形態を呈し，MB 根の根尖口蓋側相当部の

骨幅径が他部より薄い状況にあると判断された．#16

の遠心頰側根ならびに口蓋根の根尖部周囲には骨透過

像は認められなかったことから，MB 根に対する外科

的歯内療法処置の適応について，3D モデルを用いて

検討を行った．

3D モデル（Fig. 10）の頰側面観から #16 の根分岐

部の骨欠損が認められた．上顎洞側面観からは MB

根根尖部周囲の骨欠損が上顎洞に穿孔した形態で観察

された．MB 根が短いことも相まって，根分岐部と根

尖周囲の骨欠損が交通する形態として明瞭に観察でき

た．以上から本症例を根分岐部病変と難治性根尖性歯

周炎が連続した歯内−歯周疾患と診断，歯根切除術

（Root amputation）を処置方針とした．

患者には 1.5 倍大の 3D モデルを用いて #16 部の骨

欠損状況を説明した．3D モデルによって歯根分岐部

100 日歯内療誌 37�2�：97〜105，2016

Fig. 5 Apicoectomy of the teeth #12 and #11.（a）Maxillary flap and cyst

wall enucleation,（b）Periapical curettage／debridement,（c）Root-

end cavity preparation,（d）Root-end filling.

図 5 #12，#11部の歯根端切除の施術状況．（a）：フラップ形成．囊胞壁剝離．

（b）：口蓋側根面掻爬・廓清．（c）：逆根管充塡窩洞の形成．（d）：逆根管充

塡操作．
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や大臼歯部の歯根根尖と上顎洞との関係，患部の骨欠

損状況について患者の理解が容易であった．そして

MB 根切除の術式の概要や施術時の上顎洞穿孔リスク

等についても 3D モデルを用いて示説し，処置方針へ

の理解が得られた．

根管充塡実施後，髄室ならびに歯冠部開拡窩洞をコ

ンポジットレジンで充塡した．そして 3D モデルで観

察された上顎洞部穿孔リスクに留意して，#16 の MB

根の歯根切除術（Root amputation）を実施した（Fig.

11）．抜糸後，術後 6 カ月までのリコールの間に臨床

的不快症状の発現はなく，X線画像でも骨欠損修復像

が確認でき，術後経過は良好であった．

考 察

歯内治療領域での 3D プリント技術の応用は，口腔

外科領域や口腔インプラント領域での報告に比較して

きわめて少ない現状にある．特に外科的歯内処置にお

いて歯・顎骨の 3D モデルを用いた報告は認められな

い．外科的歯内療法処置の適応を検討する症例では

CBCT による精査を積極的に行うことが可能である

ため，この画像データから 3D プリント技術を応用す

3D プリント技術を用いた外科的歯内治療マネージメント 101

Fig. 6 Radiograph（intraoral occlusal）following apicoectomy of the

teeth #12 and #11.（a）One-month recall.（b）Six-month recall.

図 6 #12，11番歯の歯根端切除術後経過の X線写真（咬合法）：（a）1 カ月

リコール時，（b）6カ月リコール時．

Fig. 7 Preoperative radiograph

of tooth #16.

図 7 患歯 #16部の術前 X線画像．

Fig. 8 Periodontal probing of #16.（a),（b）Localized periodon-

tal pocket associated with furcation.（c）Probing with

furcation probe.

図 8 #16 番歯の歯周ポケットプロービング．（a），（b）根分岐部に

限局した歯周ポケットの状況．（c）ファーケーションプローブ

による探査．
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102 日歯内療誌 37�2�：97〜105，2016

Fig. 9 CBCT images.（a）3D volumetric rendering image showed mesiobuccal root surface

exposure and alveolar bone defect of the tooth #16.（b）Sagittal view of the

mesiobuccal root of the tooth #16.（c）Axial view.（d-g）Coronal views of the tooth #16,

mesial to distal view.

図 9 CBCT 画像．（a）3D ボリュームレンダリング画像．#16 の MB 根根尖部の骨欠損に伴う歯

根露出を認める．（b）#16 の頰側 2根を含む矢状断像．（c）軸位断像．（d)〜(g）#16 の前額

断像．順にMB 根中央から遠心側へ根分岐部までの像．

Fig. 10 3D Models fabricated by the 3D printer. (a）Buccal view. (b）Slightly lower buccal

view. Maxilary sinus through the alveolar bone defect around the mesiobuccal root of

the tooth #16（▲).（c）Obliquely upward sinus view. The bone defect area was

observed clearly（▲).

図 10 3Dプリンタによる歯・顎骨 3Dモデル．（a）頰側面観．（b）やや下方からの頰側面観．#16

根分岐部の骨欠損が判別可能．MB 根尖周囲の骨欠損は上顎洞と交通（▲）．（c）斜め上方

からの上顎洞側面観．MB根尖周囲の口蓋側から根分岐部側にわたる骨欠損（▲）の様相が

明瞭．
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ることは容易である．CBCT による三次元情報を十

分に活用するためには，歯と顎骨を含む 3D モデル作

製が有効であると考えた次第である．

今回われわれが用いたパーソナル 3D プリンタは，

多くの企業が使用する，いわゆる産業用 3D プリンタ

と比較し，きわめて経済的なシステム構成で 3D モデ

ル作製が可能である．その造形コストは，歯の 3D モ

デルを用いた Kfir ら9)
や Byun ら

10)
の報告で使用され

た産業用 3D プリンタの数十分の 1 程度である．その

ため，治療マネージメントの要に応じて，歯と顎骨を

含む 3D モデルを，異なる拡大率で複数個作製して応

用効果について検討することができた．すなわち患者

説明用には示説しやすい 1.5 倍大モデルを用い，また

施術シミュレーション用には等倍モデルを用いるとい

うように，目的に応じた 3Dモデルを活用できたのは，

経済的な造形システムであったがゆえである．

3D モデルの造形精度の観点からは，今回使用した

パーソナル 3D プリンタの最小樹脂積層ピッチは 0.1

mm であるのに対し，前述の産業用 3D プリンタの最

小樹脂積層ピッチは 0.01 mm 程度と，スペック上の

造形精度には大きな差がある．しかしながら一般的な

CBCT装置の空間分解能と比較すると，使用したパー

ソナル 3D プリンタのスペック上の造形分解能はほぼ

同程度である．本報告で使用した CBCT 装置の撮像

スライス厚さも 0.125 mm であることから，CBCT画

像データから歯・顎骨の 3Dモデルを作製する上では，

パーソナル 3D プリンタの造形精度による起因する影

響は少ないと考える．

むしろ CBCT 画像データから歯科保存領域の用途

に適した 3D モデル作製を行うには，CAD データ化

の際の造形区分設定や障害陰影像処理による影響が大

きいと考えられた．症例 2 の 3D モデルでは，病変部

の骨欠損が上顎洞に穿孔した形態で観察されたが，

CBCT 画像では明瞭な穿孔像はない．これらは画像

情報を CAD データ化する際の二値化の閾値設定条件

によって，画像上黒く描出され，濃度の低い硬組織が

造形されないために生じたものである．3D プリント

技術応用上は，このような作業操作におけるオペレー

ションスキル，練度により大きく左右されると思われ

た．

しかし前述したように 3D モデルは，それまで術者

の推定形態イメージに拠っていた CBCT の三次元情

報を，再現性ある立体造形物として見て触れることが

できる効果は，きわめて高いといえる
11)
．症例 1 では

口蓋側皮質骨により広範な欠損が生じており，処置時

の根面郭清操作を 3D モデルでシミュレーションでき

たことは，施術操作の確実性，精度向上の点から有効

であった．症例 1のように上顎前歯部で根尖部周囲の
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Fig. 11 Root amputation of the tooth #16.（a）Preoperative radiograph.（Root canal filling was

performed.）（b）Elevation of the maxillary flap and probing of bone defects.（c),（d）

Resection of the MB root.（e）Debridement of inflammatory granulation tissue after MB root

resection（▲).（f）Immediate postoperative radiograph.（g）Intraoral photograph at the 6-

month recall.（h）Radiograph at the 6-month recall. The radiograph showed good initial

healing.

図 11 #16番歯の Root amputation．（a）根管充塡後（施術前）の X線写真．（b）フラップ形成，根分岐部

とMB根根尖部の骨欠損部の探査．（c），（d）MB根切除操作．（e）MB 根切除（▲）後，炎症組織

掻爬．（f）術後の X線写真．（g）6カ月リコールの口腔内写真．（h）6カ月リコールの X線写真．
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骨欠損が 2歯にまたがるような症例では，その診断が

困難となるとの指摘
12)
もされているが，3D モデルか

ら欠損形態を分類することで，より的確な診断に繋が

る可能性も想定される．

歯・顎骨 3D モデルは，処置方針選択のサポート資

料としても有用性が高いものと考えられた．症例 2で

は処置方針として歯根端切除術の適応も選択肢の一つ

として考えられたが，短い歯根や根分岐部の骨欠損状

況を等倍の立体構造体で，簡易な施術シミュレーショ

ンを行うことで，適切な処置方針選択に繋げることが

できた．

患者説明の場においても，症例 1 のようなきわめて

広範な骨欠損状況や，症例 2 の上顎洞穿孔や大臼歯部

の根分岐部病変と歯内-歯周疾患，上顎洞の存在およ

び歯根尖の近接状況，さらに施術時の炎症波及リスク

などの説明は，従来のツールのみでは患者理解を得る

のに困難を伴った．今回示した両症例では，従来通り

にまず CBCT画像を印刷した紙媒体で患者に説明し，

その後に 3D モデルを用いて説明したところ，解剖学

的構造や疾患による硬組織欠損について速やかな理解

が得られた．インフォームドコンセントの場において

も患者本人の 3D モデルを併用することは，患者の理

解を深める上できわめて有効であったと考えられた．

将来的には CBCT 撮影が必要となる外科的歯内療

法処置の適応症例では，3D モデル作製が標準的プロ

トコールの一項となることも期待できる．現在，本邦

の医科領域や口腔外科領域での 3Dモデル活用は，『画

像等手術支援加算』における『実物大臓器立体モデル』

として国民健康保険の診療報酬点数表に収載され，手

術支援ツールとして利用できる状況となっている．し

かしながら歯根端切除術をはじめとする外科的歯内療

法処置の適応診断名「歯根囊胞」が，『画像等手術支援

加算』での「囊胞」摘出手術の条件から除外されてい

る．この状況を改善し，臨床上有益な CBCT の三次

元情報を，より有効に活用できる環境を整備するため

には，今後とも外科的歯内療法処置を実施した症例に

おける 3D モデルの応用意義について，さまざまな観

点から明らかにしてゆく必要があるものと考える．

さらに 3D モデルは，外科的歯内療法のみならず歯

科保存治療領域のさまざまな用途，条件下での拡張的

応用が可能となろう．本報告の症例 1 の CBCT 画像

データは，紹介医院で撮影された提供情報であったが，

詳細な DICOMデータが含まれていたことから，なん

ら支障なく 3D モデル作製することができ，当科で

CBCT撮影した症例 2 と同等の活用が可能であった．

このことからすれば，将来展望として 3D モデル作製

機会の多い基幹的医療機関がラボ施設機能を外部開放

し，病診連携の情報提供の一環として，CBCT撮影で

得られた三次元情報を多くの診療現場に 3D モデルの

形で提供することも可能になるものと考えられた．

結 論

CBCT による精査が必要な難治性根尖性歯周炎の

外科的歯内療法適応症例において，CBCTの三次元的

形態情報から 3D プリント技術で作製した歯・顎骨の

立体造形モデルが，患歯の複雑な形態や周囲解剖学的

構造の立体的な把握，診断と処置方針立案，治療シミュ

レーションならびに患者のインフォームドコンセント

で極めて有用な情報ツールとして活用できることを明

らかにした．

本稿は 2015 年度日本歯内療法学会 JEA 会長賞受賞

演題（第 36 回日本歯内療法学会学術大会，2015 年 7

月，横浜）を論文化したものである．
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