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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置のＸ線撮影領域に配置される患者の歯列位置決め
用の噛合具上に載置する撮影視野確認プレートであって、
　前記回転アームの回転中心軸方向から見た撮影視野と同じ直径の円及びその中心を表す
線を描いた透明板又は半透明板からなることを特徴とする回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診
断装置の撮影視野確認プレート。
【請求項２】
　回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置のＸ線撮影領域に配置される患者の歯列位置決め
用のバイトプレート上に載置する撮影視野確認プレートであって、
　前記回転アームの回転中心軸方向から見た大小の撮影視野と同じ大小二つの直径の円及
びその中心を表す十字線を描いた透明板又は半透明板からなることを特徴とする回転アー
ム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認プレート。
【請求項３】
　Ｘ線発生器、Ｘ線検出部を一定間隔を隔て対向配置に備え、支柱及びスライド本体部に
より垂直方向の回転中心軸の周りを回転可能に支持された回転アームと、
　前記Ｘ線発生器、Ｘ線検出部の回転領域の内側で患者の頭部を固定する頭部固定具と、
　前記頭部固定具に水平配置に取り付けた患者の歯列位置決め用の噛合具と、
　を有する回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置であって、
　前記噛合具上に載置する回転中心軸方向から見た撮影視野と同じ直径の円及びその中心
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を描いた透明板又は半透明板からなる撮影視野確認プレートと、
　前記噛合具の上方位置の構成部材に固定配置され、前記噛合具上に配置する前記撮影視
野確認プレートに向けて十字の光ビームを照射する光ビーム照射器と、
　を付加したことを特徴とする回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置。
【請求項４】
　Ｘ線発生器、Ｘ線検出部を一定間隔を隔て対向配置に備え、支柱及びスライド本体部に
より垂直方向の回転中心軸の周りを回転可能に支持された回転アームと、
　前記Ｘ線発生器、Ｘ線検出部の回転領域の内側で患者の頭部を固定する水平移動可能な
頭部固定具と、
　前記頭部固定具に水平配置に取り付けた患者の歯列位置決め用の噛合具と、
　を有する回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置であって、
　前記噛合具上に載置する回転中心軸方向から見た大小の撮影視野と同じ大小二つの直径
の円及びその中心を表す十字線を描いた透明板又は半透明板からなる撮影視野確認プレー
トと、
　前記噛合具の上方位置の構成部材に固定配置され、前記頭部固定具とともに水平移動す
る噛合具上の所望の部位を中心として配置する前記撮影視野確認プレートに向けて十字の
光ビームを照射する光ビーム照射器と、
　を付加したことを特徴とする回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置。
【請求項５】
　前記光ビーム照射器は、スライド本体部を構成する上部スライド体における前記噛合具
上に載せられる撮影視野確認プレートに対して斜め上方位置の下面に取り付けた第１レー
ザマーカと、前記回転アームの撮影視野確認プレートに対して斜め上方位置の下面に取り
付けた第２レーザマーカと、を具備し、前記第１レーザマーカ、第２レーザマーカにより
前記撮影視野確認プレート上に十字の光ビームを照射するように構成したことを特徴とす
る請求項３又は４記載の回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置。
【請求項６】
　前記噛合具であるバイトプレートは、バイトプレート基材における歯列形状形成片部の
上面又は／及び下面に、アルギン酸印象材、シリコンラバー印象材、ポリエーテルラバー
印象材等の印象材を積層配置し、印象材に対する患者の歯列噛合に対応して歯列形状に固
化させた歯型形状部を具備すること特徴とする請求項３乃至５のいずれかに記載の回転ア
ーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置。
【請求項７】
　回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置における前記回転アームの回転中心軸方向から見
た撮影視野を確認する回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認方法であって
、
　前記回転アームの回転中心部の下方において、Ｘ線発生器、Ｘ線検出部の回転領域の内
側で患者の頭部を固定する頭部固定具により支持された状態で配置される患者の歯列位置
決め用の噛合具に対して、前記噛合具の上方位置の構成部材に固定配置した光ビーム照射
器から十字の光ビームを照射するステップと、
　十字の光ビームが照射されている前記噛合具上に回転中心軸方向から見た撮影視野と同
じ直径の円及びその中心を描いた透明板又は半透明板からなる撮影視野確認プレートを載
置するステップと、
　前記光ビーム照射器からの十字の光ビームの交点と、前記撮影視野確認プレートの中心
とを合致させることで、前記撮影視野と同じ直径の円の領域内を患者の歯列領域に対する
撮影視野領域として撮影者の視認に供するステップと、
　を含むことを特徴とする回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認方法。
【請求項８】
　回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置における前記回転アームの回転中心軸方向から見
た撮影視野を確認する回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認方法であって
、
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　前記回転アームの回転中心部の下方において、Ｘ線発生器、Ｘ線検出部の回転領域の内
側で患者の頭部を固定するとともに水平移動可能に配置する頭部固定具により支持された
状態で配置され、前記頭部固定具とともに水平移動する患者の歯列位置決め用のバイトプ
レートに対して、前記バイトプレートの上方位置の構成部材に固定配置した光ビーム照射
器からから水平移動した前記バイトプレートの所望の部位を交点とする十字の光ビームを
照射するステップと、
　十字の光ビームが照射されている前記バイトプレート上に回転中心軸方向から見た大小
の撮影視野と同じ大小二つの直径の円及びその中心を表す十字線を描いた透明板又は半透
明板からなる撮影視野確認プレートを載置するステップと、
　前記光ビーム照射器からの十字の光ビームの交点と、撮影視野確認プレートの中心とを
合致させることで、前記所望の部位を中心とする撮影視野と同じ直径の円の領域内を患者
の歯列領域に対する撮影視野領域として撮影者の視認に供するステップと、
　を含むことを特徴とする回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認方法。
【請求項９】
　前記噛合具又はバイトプレート上に載せられる撮影視野確認プレートに十字の光ビーム
を照射するステップは、回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置のスライド本体部を構成す
る上部スライド体に取り付けた第１レーザマーカと、前記回転アームの撮影視野確認プレ
ートに対して斜め上方位置の下面に取り付けた第２レーザマーカとにより、行われること
を特徴とする請求項７又は８記載の回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認
方法。
【請求項１０】
　前記噛合具であるバイトプレートは、バイトプレート基材における歯列形状形成片部の
上面又は／及び下面に、アルギン酸印象材、シリコンラバー印象材、ポリエーテルラバー
印象材等の印象材を積層配置し、印象材に対する患者の歯列噛合に対応して歯列形状に固
化させた歯型形状部を具備する形状として使用に供すること特徴とする請求項７乃至９の
いずれかに記載の回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認プレート、回転アーム
型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置、及び、回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認
方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、歯科の診断に使用されるコーンビーム型Ｘ線ＣＴ装置の撮影視野を確認する方法
として、撮影系の回転中心軸の方向から見た撮影視野（ＦＯＶ：Ｆｉｅｌｄ　Ｏｆ　Ｖｉ
ｅｗ）の中心位置をレーザーマーカーからのレーザービームにより指し示す方法が用いら
れることがある。
【０００３】
　このような撮影視野確認方法の場合、撮影者にとっては撮影視野の中心位置は把握し易
いものの、撮影視野の外縁がどこまでかを視覚により認識することは困難であり、撮影者
が患者の歯列の位置付けを行う場合に撮影目的の領域を撮影視野の範囲内に収めることに
失敗してしまうことが多々生じる。
【０００４】
　特許文献１には、支持手段を構成する支持アームの回転軸線上に光ビーム指示器３７３
を配置し、光ビーム指示器３７３からの光ビームを、回転軸線と実質上一致させつつ垂直
下方に配置したバイトブロック３７２に向けて投射するように構成したＣＴＸ線撮影装置
が開示されている。しかし、特許文献１のＣＴＸ線撮影装置の上記構成によっても、既述
した場合と同様、撮影視野の外縁がどこまでかを視覚により認識することは困難である。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４３１３３７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする問題点は、患者の歯列のＸ線撮影を行うに際して、撮影視野
の中心位置はもちろんのこと、その撮影視野の外縁がどの領域までかを撮影者が視覚によ
り簡略容易に確認でき、歯列のＸ線撮影の正確性を期すことができるような回転アーム型
歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認プレートが存在しない点である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置のＸ線撮影領域に配置される患者の歯
列位置決め用の噛合具上に載置する撮影視野確認プレートであって、前記回転アームの回
転中心軸方向から見た撮影視野と同じ直径の円及びその中心を表す線を描いた透明板又は
半透明板からなることを最も主要な特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　請求項１記載の発明によれば、回転アームの回転中心軸方向から見た撮影視野と同じ直
径の円及びその中心を表す線を描いた透明板又は半透明板からなる構成の基に、患者の歯
列のＸ線撮影を行うに際して、撮影視野の中心位置はもちろんのこと、その撮影視野の外
縁がどの領域までかを撮影者が視覚により簡略容易に確認でき、歯列のＸ線撮影の正確性
を期すことができる撮影視野確認プレートを提供することができる。
【０００９】
　請求項２記載の発明によれば、回転アームの回転中心軸方向から見た大小の撮影視野と
同じ大小二つの直径の円及びその中心を表す十字線を描いた透明板又は半透明板からなる
構成を基に、患者の歯列のＸ線撮影を行うに際して、撮影視野の中心位置はもちろんのこ
と、その撮影視野の外縁がどの領域までかを撮影者が視覚により簡略容易に確認でき、歯
列のＸ線撮影の正確性を期すことができる撮影視野確認プレートを提供することができる
。
【００１０】
　請求項３記載の発明によれば、噛合具上に載置する回転中心軸方向から見た撮影視野と
同じ直径の円及びその中心を描いた透明板又は半透明板からなる撮影視野確認プレートと
、噛合具の上方位置の構成部材に固定配置され、前記噛合具上に配置する前記撮影視野確
認プレートに向けて十字の光ビームを照射する光ビーム照射器と、を付加したことにより
、患者の歯列のＸ線撮影を行うに際して、撮影視野の中心位置はもちろんのこと、その撮
影視野の外縁がどの領域までかを撮影者が視覚により簡略容易に確認できる機能を備えた
回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置を提供することができる。
【００１１】
　請求項４記載の発明によれば、噛合具上に載置する回転中心軸方向から見た大小の撮影
視野と同じ大小二つの直径の円及びその中心を表す十字線を描いた透明板又は半透明板か
らなる撮影視野確認プレートと、噛合具の上方位置の構成部材に固定配置され、前記頭部
固定具とともに水平移動する噛合具上の所望の部位を中心として配置する前記撮影視野確
認プレートに向けて十字の光ビームを照射する光ビーム照射器と、を付加したことにより
、患者の歯列のうちの所望の部位のＸ線撮影を行うに際して、所望の部位の中心位置はも
ちろんのこと、所望の部位を中心とする撮影視野の外縁がどの領域までかを撮影者が視覚
により簡略容易に確認できる機能を備えた回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置を提供す
ることができる。
【００１２】
　請求項５記載の発明によれば、第１レーザマーカ、第２レーザマーカからなる２台構成
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の光ビーム照射器を有する構成の基に、請求項３又は４記載の発明の効果を奏する回転ア
ーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置を提供することができる。
【００１３】
　請求項６記載の発明によれば、バイトプレート基材に印象材を積層配置して患者の歯列
噛合により固化させた歯型形状部を具備するバイトプレート基材を用いる構成の基に、撮
影領域の視認性をより向上させることができる回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置を提
供することができる。
【００１４】
　請求項７記載の発明によれば、患者の歯列位置決め用の噛合具に対して、光ビーム照射
器から十字の光ビームを照射し、十字の光ビームが照射されている前記噛合具上に回転中
心軸方向から見た撮影視野と同じ直径の円及びその中心を描いた透明板又は半透明板から
なる撮影視野確認プレートを載置し、十字の光ビームの交点と、撮影視野確認プレートの
中心とを合致させるという一連の簡略なステップだけで、撮影視野の外縁がどの領域まで
かを撮影者が視覚により簡略容易に確認することができる回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診
断装置の撮影視野確認方法を提供することができる。
【００１５】
　請求項８記載の発明によれば、水平移動する患者の歯列位置決め用のバイトプレートに
対して、光ビーム照射器から水平移動した前記バイトプレートの所望の部位を交点とする
十字の光ビームを照射し、十字の光ビームが照射されているバイトプレート上に回転中心
軸方向から見た大小の撮影視野と同じ大小二つの直径の円及びその中心を表す十字線を描
いた透明板又は半透明板からなる撮影視野確認プレートを載置し、十字の光ビームの交点
と、撮影視野確認プレートの中心とを合致させるという一連の簡略なステップだけで、撮
影視野の外縁がどの領域までかを撮影者が視覚により簡略容易に確認することができる回
転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認方法を提供することができる。
【００１６】
　請求項９記載の発明によれば、前記噛合具又はバイトプレート上に載せられる撮影視野
確認プレートに十字の光ビームを照射するステップを、回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断
装置のスライド本体部を構成する上部スライド体に取り付けた第１レーザマーカと、前記
回転アームの撮影視野確認プレートに対して斜め上方位置の下面に取り付けた第２レーザ
マーカとにより行う構成として請求項７又は８記載の発明の効果を奏する回転アーム型歯
科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認方法を提供することができる。
【００１７】
　請求項１０記載の発明によれば、前記噛合具であるバイトプレートを、バイトプレート
基材における歯列形状形成片部の上面又は／及び下面に、アルギン酸印象材、シリコンラ
バー印象材、ポリエーテルラバー印象材等の印象材を積層配置し、印象材に対する患者の
歯列噛合に対応して歯列形状に固化させた歯型形状部を具備する形状として使用に供する
構成として請求項７乃至９のいずれかに記載の発明の効果を奏し、かつ、撮影領域の視認
性をより向上させることができる回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認方
法を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は本発明の実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の全体構成を
示す概略斜視図である。
【図２】図２は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置における頭部固定具
の概略拡大斜視図である。
【図３】図３は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置における頭部固定具
に設けたバイトプレートに患者の歯列を噛合させた状態を示す概略拡大側面図である。
【図４】図４は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置における頭部固定具
の概略拡大正面図である。
【図５】図５は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置における光ビーム照
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射器による十字の光ビームの照射状態の一例を示す説明図である。
【図６】図６は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置における２台の光ビ
ーム照射器による十字の光ビームの照射状態を示す概略部分平面図である。
【図７】図７は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置における２台の光ビ
ーム照射器による十字の光ビームの照射状態を示す概略部分斜視図である。
【図８】図８は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置におけるバイトプレ
ートに対する歯列形状部の形成過程を示す説明図である。
【図９】図９は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置におけるバイトプレ
ート基材に印象材を積層配置して形成したバイトプレートの部分斜視図である。
【図１０】図１０は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置におけるバイト
プレート基材に印象材を積層配置して形成したバイトプレートに対する歯型形状部の形成
過程を示す説明図である。
【図１１】図１１は本実施例に係る撮影視野確認プレートの平面図である。
【図１２】図１２は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置における頭部固
定具に取り付けたバイトプレートに十字の光ビームを照射した状態を示す概略平面図であ
る。
【図１３】図１３は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置におけるバイト
プレートに撮影視野確認プレートを載せる状態を示す説明図である。
【図１４】図１４は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置におけるバイト
プレートに撮影視野確認プレートを載せ、十字の光ビームを照射して撮影視野を確認する
状態を示す説明図である。
【図１５】図１５は本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置における頭部固
定具、バイトプレートを水平移動した状態での撮影視野確認態様を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　本発明は、患者の歯列のＸ線撮影を行うに際して、撮影視野の中心位置はもちろんのこ
と、その撮影視野の外縁がどの領域までかを撮影者が視覚により簡略容易に確認でき、歯
列のＸ線撮影の正確性を期すことができる回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視
野確認プレートを提供するという目的を、回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置のＸ線撮
影領域に配置される患者の歯列位置決め用のバイトプレート上に載置する撮影視野確認プ
レートであって、前記回転アームの回転中心軸方向から見た大小の撮影視野と同じ大小二
つの直径の円及びその中心を表す十字線を描いた透明板又は半透明板からなる構成により
実現した。
【実施例】
【００２０】
　以下に本発明の実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置の撮影視野確認プレ
ート、回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置、及び、回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装
置の撮影視野確認方法について詳細に説明する。
【００２１】
　本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置１１は、図１に示すように、平坦
なベース１２から垂直配置に角柱状の支柱１３を立設し、この支柱１３によりスライド本
体部１４を上下動可能に支持している。
【００２２】
　前記スライド本体部１４は、直方体状のスライド基体１５と、このスライド基体１５の
上端に後端側を取り付け水平前方向に突設した上部スライド体１６と、スライド基体１５
の下端に後端側を取り付け水平前方向に突設した下部スライド体１７とを側面視略コ状（
又は略逆コ状）を呈するように一体化して構成し、スライド基体１５、上部スライド体１
６の後端側及び下部スライド体１７の後端側を前記支柱１３に対して上下方向にスライド
可能に嵌装している。
【００２３】
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　前記スライド基体１５の側面部には、この回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置１1の
各種動作を実行させるための操作パネル部１８を配置している。
【００２４】
　前記上部スライド体１６は、下向きコ状を呈するように構成した回転アーム２１を、垂
直方向の回転中心軸の周りで回転可能に支持している。
【００２５】
　前記回転アーム２１は、前記上部スライド体１６により回転可能に支持した水平アーム
２２と、水平アーム２２の一端側から下方に突設した第１アーム２３と、水平アーム２２
の他端側から下方に突設した第２アーム２４と、を具備している。
【００２６】
　そして、前記第１アーム２３にコーンビーム型のＸ線を放射するＸ線発生器２５を、前
記第２アーム２４に例えばＣＣＤセンサからなるＸ線検出部２６を一定間隔を隔て対向配
置に取り付け、これらＸ線発生器２５、Ｘ線検出部２６の間の領域に患者の歯列等に対す
るＸ線撮影領域を形成している。
【００２７】
　また、前記回転アーム２１の水平アーム２２の内部には、図示しないがこの回転アーム
２１を回転中心軸の周りで回転駆動する回転アーム駆動部を内蔵している。
【００２８】
　本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置１１は、さらにスライド本体部１
４を支柱１３により支持させつつ上下駆動する上下駆動ユニットを備えるが、これについ
ては説明を省略する。
【００２９】
　前記下部スライド体１７の突出端側には、チンレスト部２７が配置され、さらにチンレ
スト部２７により患者の頭部を前記Ｘ線撮影領域内で固定するための頭部固定具３１を垂
直配置に支持している。
【００３０】
　前記頭部固定具３１について、図２乃至図４を参照して詳述する。
【００３１】
　前記頭部固定具３１は、図２、図４に示すように、前記チンレスト部２７上に水平移動
可能に取り付けた下部支持体３２と、下部支持体３２の両隅部から垂直上方に起立させた
一対の垂直支持片３３、３３と、一対の垂直支持片３３、３３に対し両隅部を、図２、図
３に示すように、上下動可能に取り付けた前頭部当接体３４と、前記前頭部当接体３４に
取り付けた頭部固定ベルト３５と、前記一対の垂直支持片３３、３３の上端部に取り付け
た上部支持体３６と、図２、図３に示すように、前記下部支持体３２と前頭部当接体３４
との間の位置において前記一対の垂直支持片３３、３３に水平配置に、かつ、上下動可能
に取り付けた患者の歯列位置決め用の噛合具であるバイトプレート３７と、を具備してい
る。
【００３２】
　前記バイトプレート３７は、合成樹脂材からなるバイトプレート基材３７ａを用い、図
２、図８に示すように、前記一対の垂直支持片３３、３３に取り付ける取り付け片部３７
ｂ、３７ｂと、取り付け片部３７ｂ、３７ｂと一体の略馬蹄形状を呈する歯列形状形成片
部３７ｃとを具備する形状とし、前記歯列形状形成片部３７ｃに対して患者の噛合により
歯列形状部３７ｄを形成して使用に供するように構成している。
【００３３】
　又は、前記バイトプレート３７としては、図９、図１０に示すように、バイトプレート
基材３７ａにおける歯列形状形成片部３７ｃの上面又は／及び下面に、アルギン酸印象材
、シリコンラバー印象材、ポリエーテルラバー印象材等の印象材３８を積層配置し、印象
材３８に対して患者の歯列を噛合させ、印象材３８が固まってから口腔から外すことによ
ってバイトプレート基材３７ａと一体の歯列形状を呈する歯型形状部３９を形成して使用
に供するように構成することもできる。
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【００３４】
　このような図９、図１０に示すような構成のバイトプレート３７を使用すれば、実際に
撮影する範囲を歯型形状部３９から明確に確認することができ、回転アーム型歯科用Ｘ線
ＣＴ診断装置１１の撮影領域の視認性がより向上する利点がある。
【００３５】
　さらに、本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置１１は、前記バイトプレ
ート３７に向けて、又は、前記バイトプレート３７上に載せられる撮影視野確認プレート
１に向けて十字の光ビームＢＭを照射する光ビーム照射器２０を備えている。
【００３６】
　前記光ビーム照射器２０は、例えば図５に示すように、前記回転アーム２１における水
平アーム２２の回転中心部下面部に設けられ、その下方に位置する前記バイトプレート３
７に向けて、又は、前記バイトプレート３７上に載せられる撮影視野確認プレート１に向
けて十字の光ビームＢＭを照射するように構成することができる。
【００３７】
　また、前記光ビーム照射器２０は、図６、図７に示すように、前記上部スライド体１６
における前記バイトプレート３７対して斜め上方位置の下面に第１レーザマーカ４１を取
り付け、この第１レーザマーカ４１から図６に示すＸ方向から前記バイトプレート３７に
向けて一直線状に光ビームを照射するとともに、前記回転アーム２１を患者位置付け状態
の水平角度に固定した状態で、前記回転アーム２２を構成する水平アーム２２における前
記バイトプレート３７対して斜め上方位置で、かつ、前記Ｘ線検出部２５の上方角部の位
置に第２レーザマーカ４２を取り付け、この第２レーザマーカ４２から図６に示すＹ方向
から前記バイトプレート３７に向けて一直線状に光ビームを照射する構成とし、これによ
り、前記バイトプレート３７の上面に十字の光ビームＢＭを照射するようにした２台構成
とすることもできる。
【００３８】
　本実施例に係る撮影視野確認プレート１は、図１１に示すように、例えば透明合成樹脂
材（又は半透明合成樹脂材）を用いて形成した正方形状の透明板（又は半透明板）２と、
この透明板２に描いた前記回転アーム２１の回転中心軸方向から見た回転アーム型歯科用
Ｘ線ＣＴ診断装置１１における大小の撮影視野（ＦＯＶ：Ｆｉｅｌｄ　Ｏｆ　Ｖｉｅｗ）
と同じ大小二つの直径の円Ｃ１、Ｃ２及びその中心Ｏを表す十字線ＣＬ（クロスライン）
と、によりより構成している。
【００３９】
　この撮影視野確認プレート１においては、回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置１１に
おける大小の撮影視野に対応して、大きい円Ｃ１の直径Ｄ１は例えば５６ｍｍ、小さい円
Ｃ２の直径Ｄ２は例えば３０ｍｍに設定している。
【００４０】
　次に、本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置１１の作用効果を、前記撮
影視野確認プレート１を用いた撮影視野確認方法を主にし、図１２乃至図１４を参照して
説明する。
【００４１】
　本実施例に係る回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置１１において、患者の歯列のＸ線
撮影を行おうとする場合には、そのＸ線撮影に先立ち前記撮影視野確認プレート１を用い
て当該歯列に対する回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置１１自体の撮影視野を確認する
。
即ち、まず図１２に示すように、前記回転アームの回転中心部に設けた光ビーム照射器２
０から、又は、図６、図７に示すような第１レーザマーカ４１、第２レーザマーカ４２か
らなる２台構成の光ビーム照射器２０から、十字の光ビームＢＭを、前記回転アーム２２
の回転中心部の下方に配置している患者の歯列位置決め用のバイトプレート３７（又は、
図８に示す構成若しくは図１０に示す構成のバイトプレート３７）に向けて照射する。
【００４２】
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　図１２においては、十字の光ビームＢＭのうち、バイトプレート３７における患者の歯
列のうちの第三大臼歯に相当する領域、及び、中切歯に相当する領域に光ビームＢＭが照
射されている状態を太線で示している。
【００４３】
　次に、図１３、図１４に示すように、前記撮影視野確認プレート１を、十字の光ビーム
ＢＭが照射されている前記バイトプレート３７上に載置し、前記光ビーム照射器２０から
の十字の光ビームＢＭの交点と、撮影視野確認プレート１の中心Ｏとを合致させる。
【００４４】
　図１４においては、前記バイトプレート３７上に照射される十字の光ビームＢＭを太線
で示している。
【００４５】
　これにより、回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置１１を操作する撮影者は、図１４に
示すバイトプレート３７上の十字の光ビームＢＭと、前記バイトプレート３７における大
小二つの直径の円Ｃ１、Ｃ２とを視認することによって、当該円Ｃ１又は円Ｃ２の領域内
を患者の歯列領域に対する撮影視野領域として明確に認識することができる。
【００４６】
　即ち、この後実行される患者の歯列に対するＸ線撮影に際して、当該患者の撮影目的と
する歯列の部位を回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置１１における撮影視野の範囲内に
確実に収めように位置決めでき、当該領域についてのＸ線撮影の正確性を期すことが可能
となる。
【００４７】
　図１５は、前記頭部固定具３１のバイトプレート３７を、前記チンレスト部２７に対し
て回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置１１の前面側から見て右方向に水平移動させ、バ
イトプレート３７における患者の歯列のうちの所望の部位、即ち、第三大臼歯に相当する
部位に十字の光ビームＢＭの交点と、撮影視野確認プレート１の中心Ｏとを合致させた状
態を示している。
【００４８】
　図１５に示す態様の撮影視野確認プレート１を用いた撮影視野確認方法によれば、前記
所望の部位（第三大臼歯に相当する部位）を中心とする撮影視野と同じ直径の円Ｃ１又は
円Ｃ２の領域内を患者の歯列領域に対する撮影視野領域として明確に認識することができ
る。
【００４９】
　即ち、この後実行される患者の歯列に対するＸ線撮影に際して、当該患者の撮影目的と
する第三大臼歯を中心とする前記円Ｃ１又は円Ｃ２の領域内を、回転アーム型歯科用Ｘ線
ＣＴ診断装置１１における撮影視野の範囲内に確実に収めように位置決めでき、当該領域
についてのＸ線撮影の正確性を期すことが可能となる。
【００５０】
　以上説明した本実施例によれば、回転アーム２１の回転中心軸方向から見た大小の撮影
視野と同じ大小二つの直径の円 Ｃ１、Ｃ２及びその中心Ｏを表す十字線ＣＬを描いた透
明板（又は半透明板）２からなる構成の基に、患者の歯列のＸ線撮影を行うに際して、撮
影視野の中心位置はもちろんのこと、その撮影視野の外縁がどの領域までかを撮影者が視
覚により簡略容易に確認でき、歯列のＸ線撮影の正確性を期すことができる撮影視野確認
プレート１を提供することができる。
【００５１】
　また、本実施例によれば、患者の歯列のうちの所望の部位のＸ線撮影を行うに際して、
所望の部位の中心位置はもちろんのこと、所望の部位を中心とする撮影視野の外縁がどの
領域までかを撮影者が視覚により簡略容易に確認できる機能を備えた回転アーム型歯科用
Ｘ線ＣＴ診断装置１１を提供することができる。
【００５２】
　さらに、本実施例によれば、回転アーム２１の回転中心部に設けた光ビーム照射器２０
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から、又は、図６、図７に示すような第１レーザマーカ４１、第２レーザマーカ４２から
なる２台構成の光ビーム照射器２０から、バイトプレート３７の所望の部位に対して十字
の光ビームＢＭを照射するステップ、十字の光ビームＢＭが照射されているバイトプレー
ト３７上に回転中心軸方向から見た大小の撮影視野と同じ大小二つの直径の円Ｃ１、Ｃ２
及びその中心Ｏを表す十字線ＣＬを描いた透明板（又は半透明板）２からなる撮影視野確
認プレート１を載置するステップ、及び、十字の光ビームＢＭの交点と、撮影視野確認プ
レート１の中心Ｏとを合致させるステップからなる一連の簡略なステップだけで、撮影視
野の外縁がどの領域までかを撮影者が視覚により簡略容易に確認することができる撮影視
野確認方法を提供することができる。
【産業上の利用可能性】
【００５３】
　本発明の撮影視野確認プレートは、歯科の分野において、バイトプレートを使用して患
者の歯列の位置決めを行う歯科用Ｘ線撮影装置用として広範に適用可能である。
【符号の説明】
【００５４】
　　１　　撮影視野確認プレート
　　２　　透明板又は半透明板
　１１　　回転アーム型歯科用Ｘ線ＣＴ診断装置
　１２　　ベース
　１３　　支柱
　１４　　スライド本体部
　１５　　スライド基体
　１６　　上部スライド体
　１７　　下部スライド体
　１８　　操作パネル部
　２０　　光ビーム照射器
　２１　　回転アーム
　２２　　水平アーム
　２３　　第１アーム
　２４　　第２アーム
　２５　　Ｘ線発生器
　２６　　Ｘ線検出部
　２７　　チンレスト部
　３１　　頭部固定具
　３２　　下部支持体
　３３　　垂直支持片
　３４　　前頭部当接体
　３５　　頭部固定ベルト
　３６　　上部支持体
　３７　　バイトプレート
　３７ａ　バイトプレート基材
　３７ｂ　取り付け片部
　３７ｃ　歯列形状形成片部
　３７ｄ　歯列形状部
　３８　　印象材
　３９　　歯型形状部
　４１　　第１レーザマーカ
　４２　　第２レーザマーカ
　ＢＭ　　光ビーム
　Ｃ１　　円
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　Ｃ２　　円
　ＣＬ　　十字線
　Ｄ１　　直径
　Ｄ２　　直径
　　Ｏ　　中心

【図１】 【図２】
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