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■ 会場のご案内 ■
ウインクあいち
〒 450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅 4 丁目 4-38
TEL 052-571-6131

電車でお越しの場合（JR・地下鉄・名鉄・近鉄）名古屋駅より
・JR 名古屋駅桜通口からミッドランドスクエア方面
・ユニモール地下街

5 番出口

徒歩 5 分

徒歩 2 分

※名駅地下街サンロードからミッドランドスクエア，マルケイ観光ビル，
名古屋クロスコートタワーを経由

徒歩 8 分

車でお越しの場合
・名古屋高速都心環状線「錦橋」出口より約 6 分
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大会長挨拶
この度，2020 年 4 月 25 日（土）〜 26 日（日）の 2 日間，名古屋市「ウインクあいち 愛知県産業
労働センター」において第 11 回日本デジタル歯科学会学術大会を開催させていただきます．末瀬
一彦理事長をはじめ理事の先生方，本学会諸先生方のご高配を賜り，このような貴重な機会を与え
ていただき，協力企業・関係者皆様のご協力のおかげで開催できますことに深く感謝の意を表しま
すとともに，大会長として謹んでご挨拶を申し上げます．
デジタル機器を応用した医療は世界的に急速に広がっています．特に歯科医療界では国内外にお
いてデジタル医療機器の開発，臨床，医工連携による研究が急速に進展してきました．国内におい
てはデジタル医療機器を用いた歯科医療が保険導入されるなど，デジタル歯科医療の活用は加速度
的に展開されるようになってきました．この度の学術大会は，第 11 回目を迎えることになり新た
な展開が始まる第２ステージの第一歩ではないかと存じます．これまで本学会で培われたデジタル
歯科の力がより一層加速し，新たな展開と進化を遂げる希望と，さらにチャレンジ精神をもって前
進していく期待を込めまして，今回の学術大会のメインテーマは「デジタル歯科力の進化─現在そ
して未来─」とさせていただきました．
特別講演 1 では，千葉大学の椎名達雄先生に『簡易 Optical Coherence Tomography スキャナー
による歯冠形状計測』
，特別講演 2 では岐阜大学の藤田広志先生に『画像支援診断のための AI の基
礎と歯科領域への応用』をご講演いただきます．教育講演では，本学会理事長 末瀬一彦先生（大
阪歯科大学）に『デジタルデンティストリーの方向性─本学会のなすべきこと─』
，本学会学術委
員長 疋田一洋先生（北海道医療大学）に『デジタルデンティストリーが目指す将来展望』をご講
演いただきます．さらにシンポジウムは 5 つ企画しております．シンポジウム 1 は『デジタルシス
テムを利用した歯科医学教育の現在そして未来』
，シンポジウム 2 は『CAD/CAM システムを利用
した有床義歯補綴の現在そして未来』
，シンポジウム 3 は『歯科技工の現在そして未来』
，シンポジ
ウム 4 は『デジタルデバイスの応用による矯正歯科の現在そして未来』
，シンポジウム 5 は『CAD/
CAM システムを利用した歯冠修復の現在そして未来』を予定しております．そして，本学会の特
徴でもある企画講演 7 演題を協力企業の皆様のご協力でご講演いただきます．
多くの大会企画に加え，会員の皆様からの演題についても多くのお申込みをいただきました．心
より感謝いたします．
本学会の会員数も年々増え，今回の学術大会のプログラムではこれまでのデジタル歯科力を振り
返り，多くの情報交換がなされ，新たなデジタル歯科医療の未来を語る機会になるものと願ってお
ります．
皆様におかれましては有意義で実りある，記憶に残る学術大会となりますよう心より祈念申し上
げます．
一般社団法人 日本デジタル歯科学会第 11 回学術大会
大会長
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武部

純

■タイムテーブル
１日目

9：00

2020 年 4 月 25 日（土）
第一会場
（２階 大ホール）

第二会場
（５階 小ホール 2）

企業展示会場

（５階 小ホール 1，
ホワイエ）

ポスター会場

（５階

ホワイエ）

10：00
10：00 −11：00

日本デジタル歯科学会
理事会
11：00

11：00 −11：50

日本デジタル歯科学会
令和 2 年度定時社員総会
12：00

11：50 −12：10

令和 2 年度第 1 回理事会（新理事）

12：00 −12：30

ポスター掲示

12：30 −12：50

開会式・大会長講演
13：00
12：30 −14：20

12：50 −14：20

ポスター発表

教育講演
14：00
12：30 −16：50

企業展示

15：00

16：00

15：00 −16：50

15：00 −16：50

シンポジウム 1

シンポジウム 2

17：00

17：30 −19：00

18：00
懇親会

ホテルキャッスルプラザ

（優秀ポスター賞表彰式）
19：00
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14：20 −15：00

ポスター討論

15：00 −16：50

ポスター発表

２日目

8：00

2020 年 4 月 26 日（日）
第一会場
（２階 大ホール）

第二会場
（５階 小ホール 2）

企業展示会場

（５階 小ホール 1，
ホワイエ）

ポスター会場

（５階

ホワイエ）

9：00
9：00 −9：50

特別講演 1
10：00

9：00 −10：10

シンポジウム 3

9：50 −10：40

特別講演 2

10：20 −10：50

企画講演 1

㈱ジーシー

10：50 −11：20

11：00
10：50 −12：10

シンポジウム 4

企画講演 2

ヨシダ㈱

11：20 −11：50

企画講演 3
クラレノリタケデンタル㈱
11：50 −12：20

12：00

企画講演 4
カボデンタルシステムズ㈱

9：00 −15：00

9：00 −15：00

企業展示

ポスター発表

15：00 −16：00

15：00 −16：00

企業撤去

ポスター撤去

13：00

13：30 −14：00

企画講演 5

14：00

㈱ニッシン

14：00 −14：30

13：30 −15：20

シンポジウム 5

企画講演 6
デンツプライシロナ㈱
14：30 −15：00

企画講演 7
㈱データデザイン

15：00
閉会式

16：00

17：00

18：00
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参加者へのご案内とお願い
１．学会参加の皆様へ
１）学会受付（ 2 F

ホワイエ）

令和 2 年 4 月 25 日（土）11：30 から行います．
令和 2 年 4 月 26 日（日） 8：30 から行います．
２）会員の皆様と参加費前納の方
事前送付されております参加証を忘れずにご持参ください．
当日は事前登録者受付を 11：30 から会場 2 F ホワイエに設置いたしますので，参加章をご提示いた
だき，抄録集をお受け取りください．
また，会場内では，参加証を必ず着用してください．未着用の方の入場はお断りさせていただく場合
がございます．
３）入会希望の方
学会事務局にて入会手続きを行っております．
演者ならびに共同演者は会員であることが条件となっておりますので，未入会の方は入会手続きを必
ず行ってください．
【学会事務局】 日本デジタル歯科学会
〒 170−0003

事務局

東京都豊島区駒込 1−43−9

TEL：03−3947−8891

一般財団法人 口腔保健協会内

FAX：03−3947−8341

４）駐車場について
駐車場はございませんので，ご来場の際は，公共交通機関をご利用ください．

２．質疑応答

質問は挙手にて座長の許可を得て，必ず所属，氏名を明らかにして所定のマイクでご発言ください．

３．座長の先生方へ

１）座長は担当セッションの 10 分前までに所定の席（次座長席）へお越しください．

２）質疑，討論は所定の時間内に終わるように定時進行にご協力をお願いいたします．

４．発表者の皆様へ
●ポスター発表

１）ポスター受付について
受付をお済ませの後，ポスターの貼付けをお願いいたします．ポスターの貼付・撤去は必ず指定
された時間内に行ってください．
ポスター受付 ［ 5 F

ホワイエ］

4 月 25 日（土）12：00 〜 12：30
・貼付時間

4 月 25 日（土）12：00 〜 12：30

・閲覧時間

4 月 25 日（土）12：30 〜 16：50
4 月 26 日（日） 9：00 〜 15：00

・撤去時間

4 月 26 日（日）15：00 〜 16：00

※撤去時間を過ぎても残っているポスターは，事務局で処分します．

Vol.10, No.1, 2020
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２）作成ポスターについて

20cm

事務局が用意しているパネルのサイズは

70cm

演題番号 演題名・所属・発表者氏名・顔写真

90 cm（幅）× 210 cm（高さ）です．
パネル上部の左側には大会事務局であらかじめ演題
番号（20 cm × 20 cm）を掲示しますので，該当パネ

20cm

演題番号以外は各自でご用意ください

ルにポスターを掲示してください．
押しピンは各自ご用意ください（両面テープでは掲
示はできません）
．

ポスター本文

ポスターはパネルの下部 20 cm を空けて掲示してく

190cm

ださい．

ポスター展示スペース

３）ポスター発表について
フリーディスカッション形式となります．
発表時間（4 月 25 日（土）14：20 〜 15：00）には必ず
ポスター前に待機してください．

５．懇親会

下部20cmはブランクを作ってください

日

時：令和 2 年 4 月 25 日（土）17：30 〜 19：00

会

場：キャッスルプラザホテル

参加費：8,000 円（当日）

６．ランチョンセミナー

１） ランチョンセミナーの整理券は 4 月 25 日（日）の朝から企業展示ブース（ 5 F

小ホール 1，ホワイ

エ）で配布いたします．下記協賛企業様ブースで整理券をお受け取りください．
・ランチョンセミナー 1

㈱モリタ［第一会場（ 2 F

・ランチョンセミナー 2

クラレノリタケデンタル㈱［第二会場（ 5 F

大ホール）定員 200 名］
小ホール 2）定員 150 名］

２） 会場の席数に限りがございます．定員になり次第，配布を終了いたします．
３） 整理券はお一人様 1 枚とさせていただきます．参加証をご提示ください．
４） 整理券はセミナー開始 10 分後をもって無効とし , 整理券を持たないキャンセル待ちの参加者の入場
を認めます．早めにご参集ください．
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■ 会場案内図 ■
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１日目

4 月 25 日（土）

10：00 〜 11：00

一般社団法人日本デジタル歯科学会 理事会

第一会場（2 階

大ホール）

11：00 〜 11：50

一般社団法人日本デジタル歯科学会 定時社員総会

第一会場（2 階

大ホール）

11：50 〜 12：10

一般社団法人日本デジタル歯科学会 第 1 回理事会（新理事） 第一会場（2 階

大ホール）

第一会場（２階

大ホール）

12：30 ～ 12：50

開会式・大会長講演
座長：末瀬一彦（
（一社）日本デジタル歯科学会理事長）
『デジタル歯科力の進化─現在そして未来─』
武部

12：50 ～ 14：20

純（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）

教育講演 『デジタル歯科力の進化─現在そして未来─』
座長：武部

純（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）

「デジタルデンティストリーの方向性─本学会のなすべきこと─」
末瀬一彦（（一社）日本デジタル歯科学会理事長）
「デジタルデンティストリーが目指す将来展望」
疋田一洋（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科
医学分野）
15：00 ～ 16：50

シンポジウム 1 『デジタルシステムを利用した歯科医学教育の現在そして未来』
座長：三浦宏之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野）
「VR 技術と歯科教育」
金平

蓮（藤田医科大学・医療科学部）

「デジタルシステムを利用した高齢者歯科医学教育」
越野

寿（北海道医療大学歯学部咬合再建補綴学分野）

「歯科デジタル画像診断の現状と未来」
勝又明敏（朝日大学歯学部歯科放射線学分野）
第二会場（５階

小ホール２）

15：00 ～ 16：50

シンポジウム 2 『CAD/CAM システムを利用した有床義歯補綴の現在そして未来』
座長：大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）
「デジタル技術を応用した義歯製作の現状と今後の展望」
米澤

悠（岩手医科大学補綴・インプラント学講座）

「有床義歯分野における 3D プリンタの活用」
新保秀仁（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）
「部分床義歯製作におけるフルデジタル・ワークフローの実践」
西山弘崇（昭和大学歯科補綴学講座）
ポスター会場（5 階

ホワイエ）

12：00 〜 12：30

ポスター掲示

12：30 〜 14：20

ポスター発表

14：20 〜 15：00

ポスター討論

15：00 〜 16：50

ポスター発表
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P−1

口腔内スキャナーを用いた歯肉縁下フィニッシュラインの計測手法の開発
第二報

テンポラリークラウンを用いたフィニッシュライン領域の新規計測方法

○西山貴浩 1，若林一道 1，カルバハル ジェイソン 1，岡村真弥 1，中村隆志 2，矢谷博文 1
1

P−2

大阪大学大学院歯学研究科 顎口腔機能再建学講座，2 大手前短期大学歯科衛生学科

粘膜の印象採得における口腔内スキャナーの検証
○中澤飛鳥，西山弘崇，三好敬太，田中晋平，馬場一美
昭和大学歯学部歯科補綴学講座

P−3

口腔内スキャナー（IOS）を用いたガイデッドサージェリーの有用性
○永田紘大，淵上

慧，清宮一秀，中静利文，井上絵理香，星

憲幸，二瓶智太郎，木本克彦

神奈川歯科大学 口腔統合医療学講座
P−4

口腔内スキャナーの複数歯における位置再現精度に関する研究
○深澤翔太，夏堀礼二，田邉憲昌，千葉豊和，近藤尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

P−5

口腔内スキャナーを用いた顎補綴装置製作のための光学印象精度に関する検討
○吉岡

文 1，安藤彰浩 1，松川良平 1，秦

河合達志 2，武部

P−6

正樹 1，尾澤昌悟 1，堀

美喜 2，堀

直介 3，

純1

1

愛知学院大学歯学部有床義歯学講座，2 愛知学院大学歯学部歯科理工学講座，

3

愛知学院大学歯学部未来口腔医療研究センター

次世代型超速超硬質石膏における石膏模型の寸法精度に関する評価
○勝又淳友，南澤博人，熊谷知弘
株式会社ジーシー

P−7

欠損部の広さが各種口腔内スキャナーの精度に及ぼす影響
○新谷明一 1, 2，白鳥沙久良 3，新妻瑛紀 3，黒田聡一 3，五味治徳 3
1

日本歯科大学生命歯学部歯科理工学講座，2 トゥルク大学

3

日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第２講座

P−8

取り下げ

P−9

無歯顎患者のデジタル義歯製作法に関する研究
第１報

CBCT を利用した顎堤粘膜の三次元構築法の可能性と有効性

○須藤真行，Bashar Alqassab，Audai Al taai，前畑

香，生田龍平，玉置勝司

神奈川歯科大学全身管理医歯学講座
P−10

CAD/CAM システムによる歯冠修復処置に関する調査研究
─小臼歯部冠用レジンブロックの臨床データについて─
○大橋

桂 1，川西範繁 2，熊坂知就 2，一色ゆかり 2，井上絵理香 3, 4，清宮一秀 3, 4，古川辰之 3, 4，

中静利文 3, 4，星

憲幸 2，木本克彦 2，二瓶智太郎 1

1

神奈川歯科大学大学院口腔科学講座クリニカル・バイオマテリアル学分野，

2

神奈川歯科大学大学院口腔統合医療学講座補綴・インプラント学分野，

3

神奈川歯科大学大学院総合歯科学講座，4 神奈川歯科大学附属病院技工科
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P−11

CAD/CAM 用コンポジットレジンブロックの破壊靱性値
○高橋英和 1，岩崎直彦 1，𡈽田優美 1，鈴木哲也 2，箸野江璃菜 3，中村穂乃香 3

P−12

1

東京医科歯科大学大学院口腔機材開発工学分野，2 同 口腔機能再建工学分野，

3

東京医科歯科大学歯学部口腔保健学科口腔保健工学専攻

新規大臼歯 CAD/CAM 冠用ハイブリッドブロックの耐摩耗性評価
○定金祐司，寺前充司，吉本龍一
㈱松風

P−13

研究開発部

CAD/CAM 用コンポジットレジンブロックの吸水・溶解量
〇岩崎直彦 1，𡈽田優美 1，チャイアモンサプ パチャラナム 1, 2，塩沢真穂 3，高橋英和 1

P−14

1

東京医科歯科大学大学院口腔機材開発工学分野，2 東京医科歯科大学大学院先端材料評価学分野，

3

東京医科歯科大学大学院口腔機能再建工学分野

前歯部における CAD/CAM 用グラデーションブロックの色調評価
○溝渕真吾 1, 2，山添正稔 1
1

P−15

YAMAKIN 株式会社，2 高知工科大学

大臼歯 CAD/CAM ハイブリッドレジンクラウンの長期的臨床評価
○疋田一洋 1，舞田健夫 2，田村
1

P−16

誠 2，神成克映 2

北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野，2 高度先進補綴学分野

小臼歯および大臼歯 CAD/CAM 冠の臨床経過に関する調査
○福徳暁宏，田邉憲昌，塚谷顕介，深澤翔太，佐藤宏明，野村太郎，小林琢也，近藤尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

P−17

CAD/CAM レジンブロックの厚さの違いによるレジンセメントの初期接着性の評価
○村上翔悟，有田明史，熊谷知弘
株式会社ジーシー

P−18

デジタル模型及び石膏模型により製作したインプラント上部構造２連結冠の精度評価
○横須賀正人 1, 3，岡村光信 2，鱒見進一 3
1

P−19

医）正翔会 横須賀歯科医院，2 医）光 梅会 岡村歯科医院，３九州歯科大学顎口腔欠損再構築学分野

CAD/CAM 用リチウムジシリケートガラスセラミックブロックの適合性評価
○小島健嗣，熊谷知弘
株式会社ジーシー

P−20

CAD/CAM 冠の適合性を向上させる送り速度の最適化
○野﨑浩佑，谷中

航，松村茉由子，進

千春，松村光明，三浦宏之

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野
P−21

カスタマイズドディスク法におけるデジタル全部床義歯の人工歯の位置精度の検証
○副田弓夏１，金澤

学 1，岩城麻衣子 2，荒木田俊夫１，羽田多麻木 1，大竹涼介 1，

Katheng Awutsadaporn 1，安藤一夫 1，水口俊介１
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科

1

高齢者歯科学分野，2 総合診療歯科学分野
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P−22

3D プリンターを応用した光硬化樹脂模型の寸法精度の現状
○田井詳子，錦織

良，樋口鎮央

大阪歯科大学大学院医療保健学研究科
P−23

3D プリンター用材料「iMAS モデルおよび iMAS SG& トレー」の造形精度の評価
○野村

凜，山本恭平，黒岩良介，山添正稔

YAMAKIN 株式会社
P−24

3D プリンタを用いた新しい義歯のラベリング方法
○チャイアモンサップ パチャラナン 1, 2，𡈽田優美 1，塩沢真穂 3，上條真吾 4，大木明子 4，
鈴木哲也 3，高橋英和 1

P−25

1

東京医科歯科大学大学院口腔機材開発工学，2 同 先端材料評価学，3 同 口腔機能再建工学，

4

同 口腔基礎工学

3D プリンティング義歯における積層方向の違いが精度と応力分布に与える影響
○羽田多麻木 1，金澤

学 1，岩城麻衣子 2，荒木田俊夫１，副田弓夏１，大竹涼介 1，

Katheng Awutsadaporn 1，安藤一夫１，水口俊介１
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
P−26

1

高齢者歯科学分野，2 総合診療歯科学分野

神奈川歯科大学附属病院における歯科技工士の働き方改革概要
○清宮一秀 1, 2，井上絵理香 1, 2，古川辰之 1, 2，中静利文 1, 2，永田絋大 1，川西範繁 3，一色ゆかり 3，
熊坂知就 3，大橋

P−27

桂 4，星

憲幸 3，二瓶智太郎 4，木本克彦 2, 3

1

神奈川歯科大学総合歯科学講座，2 神奈川歯科大学附属病院技工科，

3

神奈川歯科大学大学院歯学研究科口腔統合医療学講座補綴・インプラント学分野，

4

神奈川歯科大学大学院口腔科学講座クリニカル・バイオマテリアル学分野

高透光性ジルコニア接着ブリッジの支台装置厚みが機能時の表面歪みに及ぼす影響
○野田倫子，大森

哲，根本怜奈，瀧田美奈，三浦宏之

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野
P−28

CAD ソフトに用いる全部床義歯形態ライブラリーの試作
○青木秀馬 1, 2，鈴木哲也 1，塩沢真穂 1，𡈽田優美 3，大木明子 4

P−29

1

東京医科歯科大学大学院口腔機能再建工学分野，2 有限会社睦デンタルセラミック，

3

東京医科歯科大学大学院口腔機材開発工学分野，4 東京医科歯科大学大学院口腔基礎工学分野

Y-TZP を用いたテレスコープクラウンの水中環境下での維持力
○柴田駿亮，鳥井克典，藤木

傑，田中順子，田中昌博

大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座
P−30

歯冠および歯根の形態と各種骨格性不正咬合間の関連性
○江上佳那 1，榎並裕美子 1，富田侑希 1，疋田一洋 2，飯嶋雅弘 1
1

北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野，

2

北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野
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P−31

インプラント支持 CAD/CAM オーバーデンチャーの臨床への応用
○髙橋佳子，加倉加恵，谷口祐介，松本彩子，Vansana Phanthavong，豊田馨太，藤崎誠一，
城戸寛史
福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野

P−32

デジタルワークフローを用いて生体情報を反映させた三次元有限要素法解析システムの構築
○熊野弘一，神原

亮，安藤彰浩，藤波和華子，小島規永，武部

純

愛知学院大学歯学部有床義歯学講座
P−33

Deep Learning による小児歯科疾患検出
○竹田沙織 1，峯
1

P−34

裕一 1，江口

透 2，村山

長1

広島大学大学院医系科学研究科医療システム工学，2 広島大学大学院工学研究科

歯科用内視鏡カメラを併用した上顎洞底挙上術
○松本彩子，加倉加恵，髙橋佳子，谷口祐介，柳

束，城戸寛史

福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野
P−35

アライナー型矯正装置が発揮する歯牙荷重のデジタル画像相関法による計測
○塩竈素哉 1，中納治久 1，澤村萌香 1，山口直希 2，高野直樹 2，槇宏太郎 1
1

P−36

昭和大学歯学部歯科矯正学講座，2 慶應義塾大学理工学部機械工学科

歯科矯正治療におけるマニュアルセットアップ模型とデジタルセットアップ模型の比較
○榎並裕美子 1，疋田一洋 2，富田侑希 1，江上佳那 1，飯嶋雅弘 1

P−37

1

北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野，

2

北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野

ラミネートベニア修復へのコンピュータシミュレーションガイドプレートの応用
○一志恒太 1，谷口祐介 2，松本彩子 2，加倉加恵 2，濵中一平 3，城戸寛史 1, 2
1

福岡歯科大学医科歯科総合病院中央技工室，

2

福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野，

3

福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野

企業展示会場（5 階
12：30 〜 16：50
17：30 ～ 19：00

小ホール 1，ホワイエ）
企業展示

懇親会 （ホテルキャッスルプラザ）
優秀ポスター賞表彰式
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２日目

4 月 26 日（日）

第一会場（２階

大ホール）

9：00 ～ 10：40

特別講演 『歯科における医工連携の現在そして未来』

9：00 ～ 9：50

特別講演 1 「簡易 Optical Coherence Tomography スキャナーによる歯冠形状計測」
座長：末瀬一彦（
（一社）日本デジタル歯科学会理事長）
椎名達雄（千葉大学大学院工学研究院・先進理化学専攻）

9：50 ～ 10：40

特別講演 2 「画像支援診断のための AI の基礎と歯科領域への応用」
座長：十河基文（大阪大学大学院歯学研究科イノベーティブ・デンティストリー戦略室）
藤田広志（岐阜大学工学部）

10：50 ～ 12：10

シンポジウム 4 『デジタルデバイスの応用による矯正歯科の現在そして未来』
座長：山田尋士（ヤマダ矯正歯科）
「デジタル活用によって矯正歯科における診断と治療が，どう変わるのか」
金尾

晃（医療法人 COLORS かなお矯正・小児歯科クリニック）

「矯正治療におけるデジタル化の利点欠点」
道田将彦（みちだ矯正小児歯科）
13：30 ～ 15：20

シンポジウム 5 『CAD/CAM システムを利用した歯冠修復の現在そして未来』
座長：疋田一洋（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科
医学分野）
「CAD/CAM 冠

保険収載 6 周年」

阿部俊之（愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座）
「ラボサイドにおけるデジタルデンティストリーの有効性・課題点をアナログ時代と比較
し，考察する〜臨床的・ラボラトリーの歩みから〜」
安田英男（有限会社アルファー工房）
「CAD/CAM レジン冠治療のデジタルデータと臨床アウトカムの融合−臨床統計と AI −」
峯
15：20 ～ 15：30
第二会場（５階
9：00 ～ 10：10

篤史（大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野）

閉会式
小ホール２）
シンポジウム 3 『歯科技工の現在そして未来』
座長：伊藤太志（愛知学院大学歯学部附属病院歯科技工部）
「デジタルと新素材を使用した義歯─デジタル応用 Peek ＆ Pekk 義歯─」
中村修啓（有限会社 NOVA DENTAL LABORATORY）
「デジタルトランスフォーメーションによる歯科技工の進化と深化」
半沢克成（デジタルプロセス株式会社デンタルビジネス室）
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10：20 ～ 15：00

企画講演『デジタル歯科力の進化─現在そして未来─』

10：20 ～ 10：50

企画講演 1

座長：齋木好太郎（ラボラトリー・オブ・プリンシピア）

「ジーシー口腔内スキャナー Aadva IOS と Aadva システムについて」
石川真生（㈱ジーシー機械開発部デジタル・小器械開発課システム開発担当）
共催：株式会社ジーシー
10：50 ～ 11：20

企画講演 2

座長：小川

匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

「これからの歯科医療にデジタル技術と新素材は何をもたらすか」
奥田祐司（亀戸デンタルオフィス）
共催：株式会社ヨシダ
11：20 ～ 11：50

企画講演 3

座長：坂

清子（クラレノリタケデンタル㈱）

「高透光型ジルコニアの材料特性とその臨床応用」
猪越正直（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野）
共催：クラレノリタケデンタル株式会社
11：50 ～ 12：20

企画講演 4

座長：近藤尚知（岩手医科大学補綴・インプラント学講座）

「デジタル機器を活用した臨床の現在と未来」
梅原一浩（医療法人審美会梅原歯科医院）
共催：カボデンタルシステムズ株式会社
13：30 ～ 14：00

企画講演 5

座長：中村隆志（大手前短期大学歯科衛生学科）

「歯科医学教育用 VR シミュレーター

Simodont」

三栗慎史（株式会社ニッシン）
共催：株式会社ニッシン
14：00 ～ 14：30

企画講演 6

座長：尾関雅彦（昭和大学歯学部インプラント歯科）

「一歩先を見据えた CT 診断─気道の問題と歯科医療─」
飯田啓介（医療法人メルサ会メルサ飯田歯科）
共催：デンツプライシロナ株式会社
14：30 ～ 15：00

企画講演 7

座長：木本克彦（神奈川歯科大学口腔統合医療学講座）

「産業界／工業界の最新 3D 技術をデンタル業界に活かす！

─歯科技工士ノウハウ

の継承を促進する 3D デジタル・デンティストリーへ ─」
今田智秀
（株式会社データ・デザインヘルスケアグループデンタル事業部マネー
ジャー）
共催：株式会社データ・デザイン
ポスター会場（5 階

ホワイエ）

9：00 〜 15：00

ポスター発表

15：00 〜 16：00

ポスター撤去

企業展示会場（5 階
9：00 〜 15：00

小ホール 1，ホワイエ）
企業展示
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大会長講演

デジタル歯科力の進化
─ 現在そして未来 ─
武部

純（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）

座長 末瀬

一彦（（一社）日本デジタル歯科学会理事長）

2004 年，スウェーデンのエリック・ストルターマン教授（ウメオ大学）は，「IT の浸透が，人々の生
活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という「デジタルトランスフォーメーション（DX：
Digital Transformation）」の概念を提唱しました．経済産業界はすでにこの概念が浸透し，デジタルソ
リューションによる変革が起こっています．
医療界においては，近年，医理工連携技術の急速な進展により，様々な医療機器がデジタル化され臨
床や教育の場に登場してきました．歯科医療の各分野では「デジタルデンティストリー：デジタル歯科
医療」が深く浸透し，日常臨床では各種デジタル医療機器を身近に活用できる時代となりました．これ
は日本デジタル歯科学会がいち早く「デジタルトランスフォーメーション」の概念を歯科医療の各分野
へ浸透，定着させて「デジタル歯科力」を「進化」させてきたことによるものと思います．
日々の臨床の場を振り返ると，デジタル医療機器を用いた診察，検査から得られたデータを基に，診
断・治療計画立案・治療・術後管理といった一連の治療過程に様々なデジタルワークフローが導入され
るようになりました．同時に各分野におけるマテリアルの研究開発・発展もめざましく，臨床へ用いら
れています．また，IoT の活用や，AI の進歩に伴うビッグデータ解析利用，ロボット技術や遠隔医療支
援システムの研究・開発が進んでいます．一方，歯科医学教育の分野では，患者ロボット型シミュレー
ション実習やバーチャルシミュレーターが開発され用いられています．このように，科学技術はめざま
しく「進化」しており，今後は再生医療学などバイオテクノロジー分野とデジタルテクノロジー分野と
の融合も夢の課題ではなくなるかもしれません．
多くの歯科医学・医療の分野で急速にデジタルソリューションが浸透してきている現在，本学術大会
では，
「デジタル歯科力」を振り返り，近未来へ向けたデジタル歯科医療のさらなる「進化」について，
各専門分野のエキスパートの先生方より，臨床・教育研究に関するご講演を賜ります．
各企画セッションでの講演を通して，会員の先生方と多くの知見を共有し今後の臨床・教育研究に活
かす機会としていきたく存じます．
略

歴

1990 年 3 月

岩手医科大学歯学部卒業

1994 年 3 月

岩手医科大学大学院歯学研究科修了（歯科補綴学第二専攻）

1997 年 4 月

岩手医科大学助手（歯学部 歯科補綴学第二講座）

2000 年 2 月

ノースカロライナ大学チャペルヒル校 研究員（歯学部 歯科補綴学講座）

2002 年 4 月

岩手医科大学嘱託講師（歯学部 歯科補綴学第二講座）

2010 年 4 月

岩手医科大学准教授（歯学部 歯科補綴学講座 冠橋義歯補綴学分野）

2012 年 4 月

岩手医科大学准教授（歯学部 補綴・インプラント学講座）

2015 年 4 月

愛知学院大学教授（歯学部 有床義歯学講座）

現在に至る
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デジタルデンティストリーの方向性
─ 本学会のなすべきこと ─
末瀬

一彦（（一社）日本デジタル歯科学会理事長）

座長 武部

純（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）

2010 年 3 月東京において「Digital Dentistry が将来の歯科医療を大きく変革する！」という大会テー
マの下で「日本 CAD/CAM 歯科学会」が設立された．この 10 年間に Digital Dentistry は急速に，そし
て大きく前進し，学会設立時のテーマが具現化されてきた．すなわち，診療チェア，画像診断装置，顎
運動装置，咬合診断装置，マイクロスコープなどの歯科医療用機器のデジタル化に加えて，電子カルテ
やオンラインレセプトの促進，CAD/CAM 冠の保険診療への導入などによって歯科診療も大きく変化
してきた．このような発展と共に社会へのニーズにも応えるべく，2013 年 4 月には「日本デジタル歯
科学会」に改称し，さらに 2016 年 2 月には「一般社団法人」を取得した．昨年，奈良で開催させてい
ただいた「第 10 回日本デジタル歯科学会」は「第 5 回国際デジタル歯科学会」と併催し，国内外から
約 700 名の参加者に対して日本のデジタル歯科力を示すことができ，盛会に開催することができた．
歯科医療におけるデジタル化の促進，普及によって医療情報の可視化，医療データの統合 ･ 伝達 ･ 保
存，医療技術の均質化・高速化が可能なデジタルテクノロジーが活かされると共に，歯科用 CAD/
CAM システムは金属修復からの脱却，
歯科医療の安全性，標準化を図ることが可能で，本学会のミッショ
ンとして国民に対して積極的にアピールし，歯科医療の変革を訴えなければならない．
歯科医療のデジタル化は医科系に比べて遅れているといっても過言ではないが，Digital Dentistry は
いまだ完成期ではなく，今後さらに進化した口腔内デジタルスキャナーや 3D プリンター，ハイブリッ
ド複合加工装置などの開発によって，高品質，高精度の治療が期待できる．さらに，国民の口腔内デー
タの標準化，地域包括ケアシステムを円滑に機能させるためのネットワークシステムの構築，健診や治
療を中心とした公的データベースの整備，拡充によるビッグデータ化は AI による診断能力を高め，歯
科医療の質の向上にも繋がることが予想される．
略

歴

1990 年

大阪歯科大学講師

1997 年

大阪歯科大学歯科技工士専門学校校長

2008 年

大阪歯科大学歯科衛生士専門学校校長（兼任）

2012 年 （一社）日本デジタル歯科学会理事長
2014 年

大阪歯科大学歯科審美学室教授

2017 年

大阪歯科大学・広島大学 ･ 昭和大学客員教授

2019 年 （一社）日本歯学系学会協議会常任理事
2019 年

奈良県歯科医師会理事・歯科衛生士専門学校理事長
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デジタルデンティストリーが目指す将来展望
疋田

一洋（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・
再建学系デジタル歯科医学分野）

座長 武部

純（愛知学院大学歯学部有床義歯学講座）

デジタルデンティストリーという言葉が使われるようになったのは，ごく最近のことであるが，あっ
という間にその恩恵を受ける分野が広がっている．スキャナー，CAD ソフト，切削加工，３Dプリンター，
デジタル X 線写真，CBCT など多くの要素が絡み合い，臨床術式や技工作業に大きな影響を与えるよ
うになった．この結果，ジルコニアなどの新しい高品質材料による補綴物の製作やインプラント治療の
印象採得の術式の簡素化，詳細な手術計画，サージカルガイドを使用した埋入が可能となり，術中の安
全性や術後の安定性に貢献している．矯正歯科治療では，術後のシミュレーションを視覚的に患者に提
示し，ブラケットやワイヤーを使用しないアプライアンス治療も可能となり，多くの患者に受け入れら
れている．
このようなデジタルデンティストリーの広がりは，先行する臨床応用の拡大によって築かれたデジタ
ル技術・機器の環境を踏み台としてさらに加速度的に広がると予想される．これまでの既存の技術を疑
い，部分的でもデジタル技術・機器を応用できないかという発想があれば，まだまだ有効にデジタル化
できる分野はたくさんある．特に診療室での口腔内スキャナーの普及が進むとこれまで以上にデジタル
データが容易に入力されるようになる．印象材で印象採得を行うよりも，患者のストレスが小さく，速
く，口腔内三次元情報をコンピュータ画面で確認できるのである．そして得られたデータは，単に歯冠
修復物を製作するための印象プロセスだけでなく，現状の歯列状態の確認，患者への説明，支台歯形成
の確認，過去の三次元情報との比較など多くの有効活用が可能である．硬組織，軟組織の変化をデジタ
ル X 線データと統合して，長期的変化を三次元データとして蓄積していくことによって，疫学的な解
析も可能となるだろう．
そして近未来においては，デジタルデンティストリーはあらゆる歯科分野のプラットフォームとなり，
これまでできなかった作業や解析を行うことが可能となり，歯科医学を飛躍的に発展させることができ
ると期待している．
略

歴

1987 年

北海道大学歯学部卒業

1991 年

北海道大学大学院歯学研究科修了（歯学博士）

1991 年

北海道大学歯学部歯科補綴学第二講座助手

1999 年

北海道医療大学医療科学センター講師

2002-2003 年

ベルギー王国ルーベンカソリック大学客員教授

2004 年

北海道医療大学個体差医療科学センター助教授

2012 年

北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系高度先進補綴学分野准教授

2015 年

北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野教授

現在に至る
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VR 技術と歯科教育
金平
座長 三浦

蓮（藤田医科大学・医療科学部）
宏之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 
摂食機能保存学分野）

VR（Virtual Reality：バーチャルリアリティ）とは，コンピュータの作り出した空間の中に入り込み，
そこでいろいろな体験をしようという技術のこと．その名前が米国 VPL 社に登場したのは 1989 年のこ
とで，ルーツは宇宙航空技術である．最初の VR から 30 年が経過し，関連技術の進化とともに VR 技
術は第 2 世代に突入しつつある．
近年，業界を問わず世界中で急速に広がる「VR 教育訓練」のなか，VR シミュレーションシステムを
応用した「医学教育」は急速に進化してきた．歯科医療界でもデジタル医療機器の開発，臨床，研究が
日進月歩に進展してきて，今大会のメインテーマ「デジタル歯科力の進化─現在そして未来─」は，ま
さにそのさらなる発展と応用の推進力になるに違いない．
1996 年に日本バーチャルリアリティ学会が創設され，国内の大学と研究機関では VR 技術とその応用
について研究開発が始まった．私はその時期に医学と工学の融合として，愛知学院大学歯学部の阿部俊
之先生らと共同研究を行い，そこで VR 技術を用いた歯科教育への工学支援を提案し，VR 歯科治療訓
練システムの構築を試みた．
その 20 年後の 2016 年は，「VR 元年」と呼ばれるほど市場で VR が注目を集めた年だった．PlayStation
VR (PSVR) に代表されるような，高画質の人工現実感を体験できるデバイスに一般の人でも触れられる
ようになった．そこから，VR 技術は誰でも身近に体験できるようになり，今後様々な分野へのさらな
る活躍が期待される．現在 VR システムの活用において，医療では外科手術のシミュレータは代表的で
ある．教育研修では，あらゆる職業のトレーニングに利用が可能で，
「スポーツ」
「エンターテイメント」
「ソーシャルメディア」
「ヘルスケア」などにも，世界中でその技術と可能性に注目が集まっている．
VR や AR（Augmented Reality：拡張現実），MR（Mixed Reality：複合現実）が社会に浸透するなか，
AI（Artificial Intelligence：人工知能）
，ロボット，IoT（Internet of Things：モノのインターネット），ソー
シャルネットワークの進展と相まって，教育や医療といった実用的な場面への実装がまさに成熟しつつ
ある．今回は VR や AR，MR，そして「VR ×医療教育」を取り上げ，歴史と現状を踏まえて今後の課
題と可能性を展望する．
略

学会活動

歴

1982 年

中国陝西科技大学・機械工学科卒業，

日本機械学会

1982 年

助教

日本教育工学会

1987〜1993 年

教育システム情報学会

名古屋工業大学大学院

1987〜1993 年 （修士・博士（工学）
）

ヒューマンインタフェース学会

1994〜2007 年

名古屋工業大学助教・講師・

日本シミュレーション医療教育学会

1987〜1993 年

准教授

2008 年

藤田医科大学・医療科学部教授

現在に至る

- 19 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.10 No.1

シンポジウム 1 『デジタルシステムを利用した歯科医学教育の現在そして未来』

デジタルシステムを利用した高齢者歯科医学教育
越野
座長 三浦

寿（北海道医療大学歯学部咬合再建補綴学分野）
宏之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 
摂食機能保存学分野）

北海道医療大学の教育理念は，生命の尊重と個人の尊厳を基本として，保健と医療と福祉の連携・統
合をめざす創造的な教育を推進し，確かな知識・技術と幅広く深い教養を身につけた人間性豊かな専門
職業人を育成することによって，地域社会ならびに国際社会に貢献することです．これを具現化するた
めには，超高齢社会に対応できる臨床能力の育成が不可欠なものとなっております．
本学の第 1 学年では，多職種連携入門，医療人間学演習を通じて，高齢者を知り多職種を知る学習を
行い，第 3 学年では，大学間連携共同教育推進事業として 3 大学（昭和大学，岩手医科大学，本学）で
開発した ICT 教材を活用した超高齢社会対応教育を行っております．第 4 学年ではマルチメディア臨
床基礎実習室を使用してマネキンを用いた臨床基礎実習を行っております．これらの超高齢社会に対応
する準備教育を経て，第 5，6 学年の臨床実習で，その仕上げを行うことになります．すなわち，まず
高齢者を知り，次に高齢者を知った上での歯科診療をシミュレーションし，最後に臨床実習として実践
教育を行うことで，無理のないステップアップ学習が行えるカリキュラム設定となっております．
本シンポジウムでは，デジタルシステムを利用した高齢者歯科医学教育に焦点を絞り，動画教材を活
用した多職種連携入門，Moodle システムと VP（Virtual Patient）を活用したリハビリテーション科学概
論，VOD（Video on Demand）を活用した臨床基礎実習，歯科教育用患者ロボットシミュレーションシ
ステムである SIMROID® を活用した臨床実習前教育について紹介をさせていただきます．
取り上げるデジタル教材は，単純な動画教材や Moodle システムなどの一般的なものと，患者ロボッ
トを活用した特殊なものとがありますが，器具器材の特徴より，活用法やカリキュラムプランニングの
観点から，全体を通じた教育システムとして受け止めていいただければ幸いです．
略

歴

1985 年

東日本学園大学歯学部卒業

1985 年

東日本学園大学歯学部助手

1993 年

博士（歯学）
（東日本学園大学）

1993 年

東日本学園大学歯学部講師

2003 年

北海道医療大学歯学部助教授

2010 年

北海道医療大学歯学部教授

現在に至る
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歯科デジタル画像診断の現状と未来
勝又

明敏（朝日大学歯学部歯科放射線学分野）

座長 三浦

宏之（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 
摂食機能保存学分野）

ICT (Information and Communication Technology) の急激な発達と普及により，歯科における情報リ
テラシーの重要性が増している．歯科画像診断の領域より，人工知能を利用した画像診断支援と画像情
報の標準化をとりあげて，現状と将来展望を概説したい．
コンピュータが画像診断や異常の発見を支援する CAD（Computer-Aided Diagnosis/Detection）シス
テムは AI（Artificial Intelligence, 人工知能）の進化に伴い急速に進歩している．歯科では，パノラマＸ
線画像から健全歯，治療済みの歯，欠損歯などを自動的に見分けて歯式を作成し，歯周病やう蝕を示唆
する画像所見を探し，顎骨の腫瘍や嚢胞あるいは骨粗鬆症や頸動脈の石灰化の有無を検索して歯科医師
に知らせる画像診断プログラムの開発が進んでいる．なかでも，パノラマＸ線画像の下顎骨下縁皮質骨
を解析して骨粗鬆症の疑いがある患者をスクリーニングするプログラムは，地域歯科医師会の協力のも
とで臨床応用のトライアルが続けられており，実用化段階にある．画像診断や病変の検出に AI を利用
する場合，人工知能の「学習」のために大量のデータが必要となる．また，AI の教師となるデータ（人
間の診断結果）の正確性も AI の診断精度を左右する．不完全なデータで学習すると，AI が間違った方
向に学習を進めてしまい，判断を誤るリスクとなることに注意が必要である．
医科では，医用画像の標準規格である DICOM（Digital Imaging and Communications in Medicine）
がほとんどの画像検査装置で用いられている．しかし歯科では，大学病院や総合病院の「病院歯科」で
使われているＸ線撮影装置や CT（CBCT）を除いて DICOM 規格を採用していない画像診断装置が多い．
すなわち一般的な歯科開業医には DICOM がほとんど普及していない．DICOM の特徴のひとつは，画
像データに患者の氏名と ID，生年月日や撮影年月日，撮影された医療施設名や撮影条件などに関する
様々な情報が埋め込まれていることにある．このため，異なったメーカーの装置で撮影された画像を共
通の PACS データベースに画像を蓄積して利用することができる．また，上記の CAD システムを，画
像の取り違えなどなく安全に運用するためにも DICOM 規格の採用は重要である．さらに，法律で義務
付けられた患者の医療被曝の線量管理でも，線量データは DICOM データに記録して管理することと
なっている．
AI の応用および医療情報の標準化について，医科では臨床放射線技師をはじめとした専門職が対応
するケースが多いが，歯科では歯科医師自らが知識と技術を身につける必要がある．
略

学会活動

歴

1987 年

朝日大学歯学部歯学科卒業

日本歯科放射線学会（副理事長，医療情報委員長，

1987 年

朝日大学歯学部助手（歯科放射線学）

専門医・指導医）

1996 年

朝日大学歯学部講師

日本口腔インプラント学会（基礎系指導医）

1998 年

朝日大学歯学部助（准）教授

日本摂食嚥下リハビリテーション学会（評議員，医

2011 年

朝日大学歯学部教授

療検討委員）

現在に至る

日本顎関節学会（評議員，指導医）
など
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デジタル技術を応用した義歯製作の現状と
今後の展望
米澤

悠（岩手医科大学補綴・インプラント学講座）

座長 大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）
近年，インフォメーションテクノロジーは，多くの分野に活用され，さまざまな場面で私たちの生活
に恩恵をもたらしている．歯科医療にも多大な影響を与え，歯科医療技術の開発や安全性の向上に寄与
するだけでなく，歯科治療のワークフローを大きく変化させ始めている．補綴領域でもクラウンブリッ
ジの治療においては，形成以降のすべての工程をデジタル技術の応用で行うことが可能となった．イン
プラント治療におけるデジタル技術の応用は，検査，診断から埋入手術，補綴装置の製作まですべての
工程に導入され，安全かつ質の高い診療を行うためには必要不可欠なものとなっている．
有床義歯補綴においても，AVADENT や DENTCA など CAD/CAM 義歯が誕生し，日本でも普及し始
めており，様々なシステムでデジタル技術を応用した義歯製作が可能となっている．しかし，これらの
システムは，人工歯排列から義歯製作までの技工操作を CAD/CAM で行い義歯を完成させる点で革新
的であるが，従来の臨床手技をデジタル技術に置き換えたわけではない．有床義歯の印象採得や咬合採
得は，現在も術者の技術レベルに依存しており，技術による均質化は達成されていないのが現状といえ
る．これまで当講座では，高齢者に対してより安全に義歯治療を提供するため，口腔内で材料を使用し
ない治療の実現を目指し，デジタル技術を応用した新たな義歯製作法について検討をしてきた．
本シンポジウムでは，従来の印象採得や咬合採得の方法を口腔内スキャナーを用いた新たな臨床手法
に置き換えることが可能か，口腔内スキャナーの粘膜への印象採得の精度と光学印象採得法について，
CAD ソフトと３D プリンターを利用した義歯製作法について実際の症例をふまえ報告する．また，本
講演でデジタル技術をいかに有床義歯補綴に応用していくかを討論することができれば幸いである．
なお，本研究ならびに発表は岩手医科大学歯学部倫理委員会の承認（承認番号 01278）を得て，患者
に研究趣旨を十分に説明し，同意を得た上で行っている．
略

歴

2008 年

岩手医科大学歯学部卒

2009 年

岩手医科大学歯科補綴学講座有床義歯補綴学分野常任研究員

2012 年

岩手医科大学歯科補綴学講座有床義歯補綴学分野助教

2013 年

岩手医科大学補綴・インプラント学講座助教

現在に至る
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有床義歯分野における 3D プリンタの活用
新保

秀仁（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）

座長 大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）
有床義歯分野においても CAD/CAM 技術の活用によりヒューマンエラーが排除され，均質かつ再現
性の高い補綴装置の製作が可能となりつつある．現在，CAM による補綴装置の製作は強度や精度を考
慮して，ほとんどが切削加工によって行われている．しかし，補綴装置の大きさや造形材料によっては
コスト高，切削屑の廃棄，生産効率が悪いなど様々な問題も挙げられている．一方，3 D プリンタによ
る積層造形法はこれまで切削加工では困難とされていた複雑な形状も造形可能であるため，可撤性補綴
装置の製作に関しては有用性が高いと考えられる．しかし，造形方法に関しては不明な点が多く，基礎
的および臨床的なエビデンスは不足している．
3 D プリンタを利用した CAD/CAM 全部床義歯製作はすでに実用化され，臨床応用可能なレベルにま
で達してきていると考えられる．しかし，切削加工と比較して重合収縮や造形方向に依存する異方性に
より適合精度が劣ることや生体追従性に関しても十分であるとはいえず，エビデンスの確立にまでは
至っていない．一方，パーシャルデンチャーのフレームワークに関しても微細な曲面やアンダーカット
を有する複雑な構成要素も多いことから，積層造形による製作が最も期待されている．しかし，積層造
形法の大きな欠点として造形後の表面性状が粗造であることから，歯科技工士による仕上げ研磨が適合
精度に大きく影響する．そのため，パターンをワックスもしくは樹脂を用いて 3 D プリンティングし，
鋳造する術式が優先されているのが現状である．
有床義歯分野における 3 D プリンタの利用は，70 年以上踏襲されてきた有床義歯製作方法に大きな
変革を与える．しかし，依然として多くの課題が残されていることから，本講演では現在の CAD/
CAM デンチャーの問題点を提起し，製作ワークフローを確立するうえで，より高精度な補綴装置製作
方法に関する基礎的研究および臨床例を供覧する．
略

歴

2003 年

鶴見大学歯学部歯学科卒業

2004 年

Faculty of Uruguay, Uruguay University（客員研究員）

2007 年

鶴見大学大学院歯学研究科修了

2007 年

Texas A&M Health Science Center, Baylor College of Dentistry（客員研究員）

2008 年

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座学部助手

2012 年

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座助教

2016 年

USC, Herman Ostrow School of Dentistry（客員研究員）

2020 年

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座学内講師
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部分床義歯製作における
フルデジタル・ワークフローの実践
西山

弘崇（昭和大学歯科補綴学講座）

座長 大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）
近年のデジタル・テクノロジーの進歩により，歯科においても CAD/CAM（computer-aided design and
computer-aided manufacturing）を応用した，いわゆるデジタル・デンティストリーの基盤が整った．
なかでも CAD/CAM 加工によるジルコニア材料の発展は目覚ましく，今や CAD/CAM は歯冠補綴装置
製作ワークフローの主流になりつつある．さらに，口腔内スキャナーによる光学印象が実用化されたこ
とで，症例選択に留意する必要があるものの，クラウン・ブリッジならびにインプラント分野において
は臨床操作を含めたすべてのワークフローが完全にデジタル化された．
一方，有床義歯分野においても，全部床義歯製作を中心にデジタル技術を応用した多くの研究が報告
されている．トライアルデンチャーやコピーデンチャーを用いて義歯形態を決定し PMMA ブロックか
ら削りだす方法，3 D プリンターを用いて積層造形する方法等が提案されているだけでなく，顔貌シミュ
レーションといった技術の応用や，デジタル技術により２回の来院で義歯を完成するシステムも商用化
されている．しかしながら，製作ワークフローを部分的にデジタル化しているにすぎず，クラウン・ブ
リッジ分野のようなフルデジタル・ワークフローは依然として確立されていない．
当講座においては，セリア安定化ジルコニアとアルミナの複合体であるナノジルコニアの優れた機械
的特性に着目し，これをフレームワークに用いた部分床義歯の開発を進めてきた．さらにフレームワー
クだけでなく，クラスプ維持部（熱可塑性樹脂），人工歯部（硬質レジン），義歯床部（PMMA）等の
各構成要素を CAD/CAM 製作するワークフローを確立し，次の段階として，残存歯列ならびに欠損部
顎堤粘膜の印象採得に口腔内スキャナーを用いることで，部分床義歯製作ワークフローのフルデジタル
化に取り組んでいる．そのなかで，多数歯欠損における欠損部顎堤の光学印象や顎間関係記録など，現
状のデジタル技術ではデジタル化が困難な症例も経験している．
講演では，ジルコニア・デンチャーを用いた臨床症例を供覧しながら，部分床義歯製作におけるフル
デジタル・ワークフローの現状を解説する．さらに，当講座で取り組んでいる “データベース基盤型補
綴治療” について紹介する予定である．
略

歴

2011 年

昭和大学歯学部卒業

2016 年

昭和大学歯学研究科博士課程修了

2018 年

昭和大学歯科補綴学講座助教
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簡易 Optical Coherence Tomography
スキャナーによる歯冠形状計測
椎名

達雄（千葉大学大学院工学研究院・先進理化学専攻）

座長 末瀬

一彦（（一社）日本デジタル歯科学会 理事長）

歯科用 OCT（Optical Coherence Tomography 低コヒーレンス干渉断層計測装置）が謳われて久しい．
機器自体の研究開発もさることながら，歯牙計測への応用事例や症例への適用研究も多く報告されてい
る．
OCT は 1990 年代に MIT の James Fujimoto 氏と山形大丹野直弘氏がほぼ同時期に発明した，光干渉
計測装置である．低コヒーレンス（低い可干渉性）の光源を使い，計測対象の表面および内部からの後
方散乱光を参照光と干渉させて信号を得る．低コヒーレンスな光は計測光路長と参照光路長が一致した
際にのみ干渉光を生じる．そのため，参照光路を走査することで計測対象の表面から内部を干渉光の位
置を特定して計測することができる．OCT 機器自体の技術開発は，開発当初は参照光路を直接機械的
に走査する Time-Domain 方式から始められたが，計測速度が遅かった ( 〜 200 Hz) ため，やがて分光
器を使う Fourier-Domain 方式や LD 光源の波長を shift させた Spectral-Domain 方式等の，機械走査を
伴わない方式へと移っていった．それによって 1 kHz 以上の計測速度が実現され，CCD カメラの像面
走査に追従した断層計測装置として普及するに至っている．現在，眼科分野では眼底検査や眼軸長計測
において臨床計測に利用されている．OCT では光源のコヒーレンス性がそのまま計測信号の分解能を
決める．眼科用途では数μm -10μm の高分解能のものが用いられている．
高速高分解能な測定装置はその筐体の剛性や測定プローブの位置決め精度にも高い性能が必要とされ
る．そのために装置やプローブ自体が大きく重くなる．加えて Spectral-Domain 方式の OCT は計測範囲，
分解能，
計測速度ならびにプローブサイズが一意的に決まる．瞳の計測のように対象前方が開空間となっ
ている場合には課題とならないが，同じものを歯科用途では使用できない．口腔内歯牙への計測プロー
ブのアクセスや姿勢には大きな制約がつくために，プローブはサイズだけでなく，軽くて操作自由度が
高いものが要求される．
本研究では歯科用途に特化した Time-Domain 方式の OCT 開発を進めている．Time-Domain 方式は
速度が遅いものの，計測範囲，分解能，計測速度，プローブサイズをそれぞれ独立して設計できる．歯
牙計測のための極小プローブの開発が可能である．直径 5 mm 以下で光ファイバによる方向・姿勢の自
由度が高い OCT プローブを実現している．計測事例も様々に蓄積され，歯牙冠状・形状計測に始まり，
う蝕や歯肉断層計測が可能である．近年では速度の課題も解消されつつある．
略

歴

1998 年

東京理科大学大学院理工学硏究科博士後期課程修了（博士（工学）
）

1998 年

和歌山大学システム工学部光メカトロニクス学科助手

2003 年

千葉大学工学部情報画像工学科助教

2008 年

千葉大学大学院融合科学硏究科情報科学専攻准教授

2017 年

千葉大学大学院工学硏究院先進理化学専攻准教授
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画像支援診断のための AI の基礎と
歯科領域への応用
藤田

広志（岐阜大学工学部）

座長 十河

基文（大阪大学大学院歯学研究科
イノベーティブ・デンティストリー戦略室）

第 3 次人工知能（AI）ブームを迎えている．特に，コンピュータが自ら学習（特徴やルールを学ぶ）
する「機械学習」法の一種である『ディープラーニング』（深層学習）技術の出現により，画像認識の
精度が人間の精度を超えるレベルに達している．AI が人智を超える “シンギュラリティー（特異点）” は，
2045 年と推測される．将棋や囲碁のようなゲームの世界では，すでにシンギュラリティーは訪れている．
医療分野における AI の開発・導入も急激に進んでいる．2017 年 7 月に，厚生労働省の懇話会は，AI
を利用した病気の診断や医薬品開発の支援を，2020 年度にも実現することを盛り込んだ報告書を公表
し，特に開発を進める重点領域として，「ゲノム医療」，「画像診断支援」，「診断・治療支援」，「医薬品
開発」の４領域をあげている．
R2 Technology 社が開発した世界初の商用コンピュータ支援診断システム（computer-aided diagnosis：
CAD）が，「マンモグラフィ（乳房 X 線写真）における乳がんの検出支援装置」として米国食品医薬品局
（以下，FDA）の認可を得たのは 1998 年である．この年は “CAD 元年” と位置づけられ，20 年以上が
経過している．すでに，医用画像の自動診断や支援診断をめざした研究が始まって半世紀余が過ぎてい
る．これらの開発には，AI の技術が元来用いられていたが，昨今の第３次 AI ブームを牽引する「ディー
プラーニング技術」により，従来型 CAD は今，新生 AI-CAD として大きく飛躍しようとしている．そ
して，CAD の利用形態にも大きな変化がみられる．2018 年 4 月には FDA の認可を得て，ついに糖尿
病網膜症をスクリーニングする眼底写真のための専門医でなくても利用可能な AI ソフトウエアの商用
化も始まった．
本講演では，AI（ディープラーニング）の基礎，医用画像診断領域における AI 導入の現状と課題，
将来展望などについて，歯科領域への事例も含め概説する．
略

歴

1978 年

岐阜大学大学院工学研究科修士課程修了

1983 年

名古屋大学にて工学博士

1983 年 7 月

シカゴ大学客員研究員

1986 年 4 月

岐阜工業高等専門学校助教授

1991 年 4 月

岐阜大学工学部助教授，1995 年 7 月 同教授

2002 年 4 月

大学院医学系研究科・知能イメージ情報分野主任教授

2017 年 4 月

工学部電気電子・情報工学科教授

2018 年 4 月

工学部特任教授／名誉教授，中国・鄭州大学客員教授

現在に至る
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デジタルと新素材を使用した義歯
─ デジタル応用 Peek ＆ Pekk 義歯 ─
中村

修啓（有限会社 NOVA DENTAL LABORATORY）

座長 伊藤

太志（愛知学院大学歯学部附属病院歯科技工部）

歯科用 CAD/CAM は 2005 年ごろから普及し始め，15 年ほどたち，最近では Digital Dentistry の言葉
が溢れ光学スキャナーの販売も増えつつあり，ソフトとハードの進歩も目まぐるしくなってきている．
それにつれて，新しい材料，素材も出てきており，その利用の仕方も種々で今回は義歯での利用を試み
た．
新素材歯科材料は Peek（PolyEtherEtherKetone）と Pekk（PolyEtherKetoneKetone）を使用して，
光学印象と CAD/CAM を利用して作製した．特に Pekk は，チタンの３分の１の比重と軽量でその機
械的強度から，工業界では 2006 年飛行機の機体として利用され，医科では生体親和性の高さ（インプ
ラントグレード）から骨の代替骨として使用されている．歯科用としては 2011 年のドイツ IDS で発表
され，海外ではインプラント上部構造，ポストコア，デンチャー床などに臨床応用されており，日本で
は 2018 年に薬事承認を得て，弊社でも数々の臨床応用をしてきた．
また，Peek も海外では歯科臨床応用が多く，その特性はやはり軽量，生体親和性が高いことである．
今回使用した Peek は 2019 年に日本で薬事承認されたピンク色，Pekk はアイボリー色の２つの材料
を合わせ，レジンアレルギー患者にデジタルを活用して義歯を作製したので報告をしたい．
略

歴

1985 年

愛知学院大学歯科専門学校卒業

1987 年

愛知学院大学歯科技工専門学校専修科卒業

1988 年 （株）刈谷歯科補綴研究所勤務
1992 年

国際デンタルアカデミー卒業

1993 年

NOVA DENTAL LABORATORY 開設
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デジタルトランスフォーメーションによる
歯科技工の進化と深化
半沢

克成（デジタルプロセス株式会社デジタルビジネス室）

座長 伊藤

太志（愛知学院大学歯学部附属病院歯科技工部）

近年，産業界では第四次産業革命（Industory4.0），人工知能（AI），モノのインターネット（IoT），
第 5 世代移動通信システム（5G）など，デジタル化にからんだキーワードがよく聞かれるようになり，
それらの技術を活用した大きな変革であるデジタルトランスフォーメーション（DX）は，あらゆる業界・
業種の企業が取り組むべき重要なテーマとなってきている．
DX とは，
「IT の浸透が，人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させる」という概念であり，
また企業にとっては，
「IT を利用して事業の業績や対象範囲を根底から変化させる」という意味で用い
られている．
一方，歯科技工においても CAD/CAM の適用によりデジタル化が進んできているが，AI や IoT はま
だ浸透しておらず，依然として歯科技工士の人材不足や働き方改革などの課題は解消されていない．歯
科技工の対象となる補綴物は，自動車や家電のような大量生産品ではなく，基本的には一品ものである
ため，最新の IT 技術をそのまま活用するのはかなりハードルが高いといわざるを得ない．歯科技工の
業務プロセス革新のためには，業務プロセスと IT 技術の両方を理解した上で，薬事という制約の中，
どの技術をどこに活用できるのか，そして新たにどのような技術が必要なのかなどを熟慮の上，デジタ
ル化を進めていく必要がある．
その一環として，現在，類似形状検索や最適形状変形技術などの AI 技術を搭載した歯冠形状自動設
計システムや，工場の生産ラインで使用されている IoT 技術や，計測データの自動位置合わせ技術など
を利用した自動模型計測システムを開発している．自動設計システムでは，顎模型の計測データから
AI アルゴリズムを活用して歯冠形状を類推し，さらに隣在歯や対合歯と適合するよう形状を最適化す
ることで，設計時間を大幅に削減することが可能となる．また，自動模型計測システムでは，トレイに
並べられた数十症例の顎模型を自動で計測・位置合わせすることができ，歯科技工士は模型をまとめて
セットするだけで，計測結果を確認できるようになる．
上記のような新技術の活用による歯科技工の進化と深化について提言する．
略

歴

1982 年

岩手大学工学部機械工学科卒業

1882 年

日産自動車株式会社第一試作部第二車両試作課課員

1987 年

日産自動車株式会社開発システム部第一技術電算課課員

1996 年

株式会社日産システム開発第一開発部課長

2008 年

デジタルプロセス株式会社プロダクションエンジニアリング部部長

2010 年

デジタルプロセス株式会社第二エンジニアリングサービス部部長

2019 年

デジタルプロセス株式会社理事デンタルビジネス室室長

現在に至る
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デジタル活用によって矯正歯科における
診断と治療が，どう変わるのか
金尾
座長 山田

晃（医療法人 COLORS かなお矯正・小児歯科クリニック）
尋士（ヤマダ矯正歯科）

21 世紀になり，歯科用デジタル機器の発展と普及は飛躍的に進んでいるように感じる．CBCT のボ
リュームレンダリングを初めて見た時の「生きたまま解剖をしている」という衝撃的な感覚は今でも鮮
明に覚えている．矯正治療の計画を考える際，顔貌・口腔内写真，スタディモデル，パントモ，セファ
ロだけでは判断がしづらかったものに，CBCT は診断のための後押しとなるヒントを与えてくれた．歯
根の 3 次元的形態や埋伏歯の位置，顎顔面や顎関節の形態，過剰歯，切歯管，下歯槽管，上顎洞，骨の
厚み，気道など 2 次元では判断しづらいことを CBCT によって視覚的に評価できるようになった．また，
同時期頃に開発されたインプラントアンカー（以下 TADs）は矯正治療のための強力な補助ツールとなっ
た．まさに，CBCT と TADs は 20 世紀までの矯正治療に対してパラダイムシフトを起こしたといえよう．
その後，口腔内スキャナー（以下 IOS）が登場し，先に述べた２つのツールを融合させてくれるモノ
となった．例えば，CBCT（DICOM）と IOS（STL）のデータの重ね合わせを行い，パソコン上で自由
に設計することでカスタムメイドの矯正装置を製作することができるようになった．これらのデジタル
データを活用することで矯正技工物のためのデジタルワークフローが確立しつつある．今回はその一例
として，矯正歯科への CAD と 3D プリンターを利用した活用事例を閲覧いただきたい．また，金属を
3D プリンターで出力した金属製の矯正装置（レーザーシンタリング）や複数の予測模型を製作し，マ
ウスピース型矯正装置（クリアアライナー）を紹介する．
ただし，これらのデジタル化は，すべてよりより良い治療を提供する方向に発展していくべきであり，
すべての患者にとって利益をもたらすものでないといけない．
私の臨床のデジタル化はまだまだ発展途上のため，皆様の臨床の一助としてまたアドバイスなどをい
ただければと思う気持ちで発表をさせていただきたい．この発表が “矯正歯科臨床のデジタル化を行う
ことがイメージできる” ことの一助 となれば幸いである .
略

所属学会

歴

2004 年

日本大学松戸歯学部卒

日本小児歯科学会（専門医）

2009 年

岡山大学小児歯科学大学院卒

日本障害者歯科学会（認定医）

（歯学博士）

日本矯正歯科学会

2014 年〜日本大学松戸歯学部矯正科研究生

日本成人矯正歯科学会

2016 年〜かなお矯正・小児歯科クリニック開業

日本口蓋裂学会

（岡山市）
2017 年〜アライン矯正歯科開業（岡山市）

日本デジタル歯科学会
日本ヘルスケア歯科学会
日本口腔筋機能療法学会
日本口腔衛生学会

- 29 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.10 No.1

シンポジウム 4 『デジタルデバイスの応用による矯正歯科の現在そして未来』

矯正治療におけるデジタル化の利点欠点
道田

将彦（みちだ矯正小児歯科）

座長 山田

尋士（ヤマダ矯正歯科）

日本の歯科治療におけるデジタル化は急速に進んできたと感じる．時代とともにデジタルカメラやデ
ジタルレントゲン，歯科用 C T なども普及し患者データをパソコンで管理するようになり，ここ数年で
は，さらに補綴物の印象や石膏模型の代わりとして，口腔内スキャナーやモデルスキャナーが各社から
発売されている．実用に耐えうる 3D プリンターや補綴分野のミリング機なども普及の過程にあると感
じる．
こういったデジタル化は今後も進んでいき，歯科治療における資料はほとんどのものがデジタル管理
されると予測できる．しかし，デジタル化だけにフォーカスしてしまうのではなく，患者さんにとって
より良い治療にしていくのが大切であり，デジタル化に対して使用する先生の理解はとても重要である
と考える．
では，矯正治療におけるデジタル化はどう影響してくるのか，私の専門分野からみた利点欠点を検証，
考察できればと思う．
当院は今年開業から 40 年を迎えるが，矯正歯科専門で開業していると，一番の問題は石膏模型など
の資料の保管場所であるかもしれない．当院でも例外ではなく，5 年前から少しずつ保管している石膏
模型をデジタルデータに置き換え場所をあけてきた．これは医院としてのスペースを確保し，診療室，
待合室の拡充などの活用法として見い出せる．では患者さんへの直接の貢献をと考えると，当院は 2 年
前より口腔内スキャナーと 3D プリンターを導入し，STL による資料採得，3D 造形をしてきた．これ
らを診断や診断シミュレーション，舌側矯正装置，マウスピース型矯正装置など様々なものに活用して
きたので，経過を報告できればと思う．
またデジタル化による歯科技工士の役割がとても大切となってきていると感じるため，当院でデジタ
ル専門で活躍しはじめた歯科技工士の役割も併せて報告したい．
略

所属学会

歴

2006 年

北海道大学歯学部卒

日本矯正歯科学会（認定医）

2011 年

広島大学矯正歯科学大学院卒（歯学博士）

日本舌側矯正歯科学会

2011 年

広島市開業医にて勤務

先進矯正歯科学会

2014 年

みちだ矯正小児歯科常勤（愛媛県松山市）

日本デジタル歯科学会
日本口腔筋機能療法学会

2020 年〜みちだ矯正小児歯科院長
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CAD/CAM 冠
阿部

保険収載 6 周年

俊之（愛知学院大学歯学部冠・橋義歯学講座）

座長 疋田

一洋（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・
再建学系デジタル歯科医学分野）

近年歯科技工士は，学校を卒業し歯科技工業界に就職しても２〜３年のうちに 75％近くが離職をし，
愛知県の歯科技工士の 60％は 50 歳以上に達しています．また現在，金銀パラジウム合金価格は， 2010
年の 2 倍に高騰し，脱金属が謳われるようになりました．これらのことを背景に，2014 年４月１日よ
り CAD/CAM システムを利用したハイブリッドレジンによる歯冠修復（以下，CAD/CAM 冠）が保険
診療に収載されました．しかし，施設基準届状況は 72％（2018 年 9 月，YAMAKIN）に留まり，愛知
県内の一部の歯科医師会の協力でアンケート調査を行ったところ，4 割の先生方がまだ臨床で使用され
ていません．その理由は患者さんからの要望がないことや，予後に不安があることがあげられています．
そこで，本シンポジウムではまず，2000 年より行ってきた歯科用 CAD/CAM システム全般について
の演者自身の研究を供覧させていただきます．次に保険収載 6 周年を迎えた CAD/CAM 冠について，
現状や問題点について述べさせていただきます．この現状については，材料として価格や材質が大きく
異なる 13 社 21 種類ものブロックが市販されていることを報告します．また，FMC をコントロールと
して CAD/CAM 冠の再製率およびその再製になった理由を，歯科技工所のデータより検討するととも
に，再製防止のための対策を，歯科用接着材の接着力の違いによる脱落の防止対策や，不適合による脱
落も考えられることから，その原因の一つとして考えられる切削用ドリルの摩耗についても述べさせて
いただきます．
最後に本学における歯科用 CAD/CAM システムの教育について紹介させていただき，今後のデジタ
ル歯科の展望とさせていただきます．
略

歴

1985 年

愛知学院大学歯学部歯学科卒業

1986 〜 1993 年
1994 年

愛知学院大学歯学部助手

歯学博士

1994 年〜愛知学院大学歯学部講師
2004 年

ロンドン大学キングスカレジバイオマテリアル講座研究員

現在に至る
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ラボサイドにおけるデジタルデンティストリーの
有効性・課題点をアナログ時代と比較し，
考察する
〜臨床的・ラボラトリーの歩みから〜
安田

英男（有限会社アルファー工房）

座長 疋田

一洋（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野）

近年，歯科業界において CAD/CAM 冠が保険適用になり，器材のデジタル化が加速的に進む中で，
当ラボラトリーでも 2014 年から，積極的にデジタル機器の導入を進めてきました．現在においては，
口腔内スキャナーが臨床の場で取り入れられ，口腔内スキャナーは歯科業界でもっとも注目されている
分野の 1 つでもあります．
デジタル技工が進むにつれ技工作業において，お預かりしたスキャニングデー
タをもとにコンピューター上で補綴物の設計を行い，今までは不可避であった石膏模型の製作，ワック
スアップの行程を省き，ミリングマシーンによる削り出し後，最終調整を人の手で行うだけでの補綴物
製作も可能となりました．また，患者様の治療時の資料を保管するという側面でも，個別ファイルを作
成し，サーバーなどでお預かりした患者様情報を保管することが可能で，模型を保管する必要もなく，
利便性が高くなります．
そして，ラボサイドからみた従来のアナログの製作方法と比較して，長年かけデジタル技工を進め，
デジタル器材をアップデートしていく中で，デジタル化による臨床的な側面からの有効性，現時点にお
ける課題とは何なのか．実際，口腔内スキャナーで製作した補綴物の適合性はどうなのか．また，ラボ
サイドからそのデータをさらに有効に使用するための口腔内スキャナー使用時におけるチェアサイドで
の操作時に注意していただきたい点などをお伝えしたいと思います．
最後に違った観点から，デジタル化を進めていく中で当ラボラトリーの環境が業務的にどう変わった
のか．アナログ技工中心の技工作業時代と比較しての現ラボラトリーの業務を，一定期間での製作可能
補綴物の数，技工作業内容の変化，補綴物製作の行程の中での技工作業時間の効率化，歯科技工士の就
労時間から紹介します．長年，歯科技工士が労働時間など，働く環境が整備されておらず，歯科技工士
不足が問題となっていますが，デジタル化が進み，デジタル技工を有効的に活用することで，歯科技工
士の「働き方」は改善されると考えています．
本講演で各項目を明確化し，供覧することで，デジタル化と歯科技工士が持つ技術が融合することに
よる有効性について述べさせていただきます．
略

歴

1984 年

岐阜県立衛生専門学校 歯科技工学科 卒業

1992 年

アルファー工房設立

1998 年

有限会社アルファー工房設立

2017 年

タイ支店開設

2018 年

知立支店（知立研修センター）開設

日本歯科技工士会会員

Vol.10, No.1, 2020

- 32 -

シンポジウム 5 『CAD/CAM システムを利用した歯冠修復の現在そして未来』

CAD/CAM レジン冠治療のデジタルデータと
臨床アウトカムの融合 ─ 臨床統計と AI ─
峯

篤史（大阪大学大学院歯学研究科 クラウンブリッジ補綴学分野）

座長 疋田

一洋（北海道医療大学歯学部口腔機能修復・
再建学系デジタル歯科医学分野）

われわれは今，保険診療のメタルフリー化という大きな変革の中にいる．また，補綴歯科治療におい
てデジタル化が進められており，保険診療においても従来と異なる方法で補綴装置が作製され口腔内に
装着されるようになった．このような保険診療における二大潮流である「メタルフリー化」と「デジタ
ル化」に関係する治療法の代表格として，CAD/CAM レジン冠が存在する．
CAD/CAM レジン冠は，高重合レジンブロックを用いるため，審美的，高品質かつ安価に冠を作製
することが可能である．大臼歯用のブロックはさらにその物性が向上しており，今後一言で「レジン」
とはいえない材料が生み出される期待に満ちている．また，さらなる技術革新により，これまでに不可
能であった加工が可能となっても不思議ではない．
一方，実際の臨床では CAD/CAM レジン冠の早期脱落トラブルが散見され，問題となっている．そ
の原因究明のためにわれわれは，
「接着阻害因子に注目した基礎研究」と「デジタルデータを抽出した
臨床研究」を行っている．現在推奨されるべき CAD/CAM 冠の臨床ステップについては阿部俊之先生
にお任せし，本講演ではまず，われわれの臨床研究の成果をお示ししたい．その上で，大阪大学大学院
歯学研究科歯科理工学が中心となって進めている STL データと Convolutional Neural Network（畳み込
みニューラルネットワーク）を用いた深層学習画像認識による，CAD/CAM レジン冠の脱離原因の探
求を解説したい．
今後，新規材料の創出やデジタル歯科力の進化により，まったく新しい治療法や診療体系が実現する
ことになる．本シンポジウムでは，大阪大学での取り組みを紹介するとともに，わが国におけるデジタ
ルデンティストリーの未来について，皆様と深く思案する時間をもてれば幸いである．
参考文献：Yamaguchi S, Lee C, Karaer O, et al. Predicting the debonding of CAD/CAM composite resin crowns
with AI. J Dent Res 2019; 98: 1234-1238.
略

歴

1999 年

岡山大学歯学部歯学科卒業

2003 年

岡山大学大学院歯学研究科修了

2004 年

岡山大学医学部・歯学部附属病院補綴科（クラウン・ブリッジ）助手

2006 年

ベルギー王国・フランダース政府奨学生（ルーベン・カトリック大学）

2007 年

ルーベン・カトリック大学 ポストドクトラル・リサーチャー

2010 年

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科インプラント再生補綴学助教

2012 年

大阪大学大学院歯学研究科クラウンブリッジ補綴学分野助教

2019 年

大阪大学歯学部附属病院口腔補綴科講師
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企画講演 1 『デジタル歯科力の進化─現在そして未来─』（ジーシー）

ジーシー口腔内スキャナー Aadva IOS と
Aadva システムについて
石川

（株）ジーシー機械開発部デジタル・小器械開発課
真生（
システム開発担当）

座長 齋木好太郎（ラボラトリーオブプリンシピア）
ICT 技術の急速な向上とデジタル化により，歯科界においても CAD/CAM 分野はその影響を大きく
受けております．ジルコニアや CAD/CAM 冠の登場により，補綴修復治療におけるワークフローもデ
ジタル化の流れを受け加速度的に変化し進んでいます．
例えばこれまで歯科技工所や院内ラボにおいて技工用デスクトップスキャナーを用いて石膏模型を計
測することが主なデジタルワークフローの入り口でしたが，ここ数年において歯科医院内で患者の口腔
内を直接撮影する光学印象採得カメラも市場に普及し始めています．
光学印象の特徴は印象材を用いた従来法の印象採得と比較し，印象採得の時間短縮や，嘔吐反射が起
きにくいなどといった患者のメリットに加え，印象材や石膏などの材料を使用しないため，医療廃棄物
の削減といった環境に優しい側面もあります．デジタル化による質の均一化や，可視化された印象デー
タをリアルタイムで患者や歯科技工士と共有することが容易になるため，臨床術者にもメリットがもた
らされます．
ジーシーでは，デジタル・デンティストリーと称される新たな歯科診療へのチャレンジとして，今回
2020 年に発売された口腔内スキャナー「ジーシー Aadva IOS100」を紹介させていただきます．単冠の
修復を目的とした小型・軽量な口腔内スキャナーがジーシーの CAD/CAM ブランドである「Aadva」
システムに加わります．また，スキャンしたデータは「Aadva Xchange（アドバ エクスチェンジ）」にアッ
プロードされ，
歯科医師と歯科技工士間の連携を可能にします．日本国内に構築されたクラウドサーバー
により医療情報である画像データを安心・安全に管理します．それにより技工物製作に関する情報を迅
速に共有することが可能となります．今回のシンポジウムでは，口腔内スキャナー Aadva IOS100 を中
心とした新たなデジタルワークフローのご提案と最新の Aadva システムをご紹介させていただきます．
略

歴

2013 年

株式会社ジーシー 入社
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企画講演 2 『デジタル歯科力の進化─現在そして未来─』（ヨシダ）

これからの歯科医療にデジタル技術と新素材は
何をもたらすか
奥田

祐司（亀戸デンタルオフィス）

座長 小川

匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

21 世紀となって，はや 20 年．自動車は自動運転になり，買い物はスマートフォンで済ませ，遠隔地
にいる患者も治療を受けられる時代になりつつあります．あらゆる分野で産業技術が目覚ましい進化を
遂げ，かつ様々な技術がフュージョンして新しい技術や新しい産業，新しいシステムが当たり前のよう
に生み出されている時代になろうとしています．
歯科医療分野においても同様であり，日々新しいソリューションが導入されているといっても過言で
はありません．情報化・デジタル化・新素材導入等々，21 世紀の歯科医療技術は従来の機能回復だけ
ではなく，人々の健康長寿を支えるために大きく変わろうとしている時代です．特に素材分野ではジル
コニアやコバルトクロムをはじめとする多種多様の新しい歯冠修復材料が従来の金合金やポーセレンか
ら置き換わり導入されるようになりました．それに伴い加工技術や接着技術なども目覚ましく変化を遂
げています．一方，補綴物設計・製作に関してはデジタル画像診断技術や CAD/CAM 技術を応用した
デザインソフトと複雑な加工が可能な加工機などを活用することにより，従来のロストワックス法など
では巧の技であった補綴物製作が比較的楽に製作可能となってきました．
しかしながら患者（生体）を診断し，機能回復させる歯科医療分野では，デジタル技術を駆使した最
新技術だけでは対応できないケース（症例）があることも事実であり，新旧の技術が混在して成り立っ
ているのが現在の歯科医療分野ともいえるでしょう．今後は既存の技術と新素材と新技術の融合が加速
し，さらに新しい歯科医療技術が創出され，従来法では叶わなかった術式がより広く普及し，人々の健
康維持増進に役立つ時代がやってきます．様々な技術のデジタル化と新素材導入スピードには目を見張
るものがあり，デジタル技術を応用した加工技術と多種多様な新素材の導入，これは車輪の両輪のよう
に切っても切り離せない関係にあります．この両技術の関連と今後の進化（革新）についてふれたいと
思います．新しい物がすべて良いわけではありません．より良い歯科医療のために正しいマテリアルを
選択し，それらをより良く使うための正しい扱い方，加工技術の選択を一緒に考えていく時代ではない
でしょうか．
略

歴

2004 年 3 月

鹿児島大学歯学部卒業

2007 年10月

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科入学

2011 年 3 月

鹿児島大学大学院医歯学総合研究科先進治療科学専攻

2012 年４月

亀戸デンタルオフィス開業

2013 年４月

愛知学院大学歯学部未来口腔医療研究センター客員研究員

2016 年 4 月

日本大学松戸歯学部歯周治療科研究生

歯科生体材料学研究分野客員研究員
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企画講演 3 『デジタル歯科力の進化─現在そして未来─』（クラレノリタケデンタル）

高透光型ジルコニアの材料特性とその臨床応用
猪越

正直（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 

座長 坂

高齢者歯科学分野）

清子（クラレノリタケデンタル㈱）

歯科用修復物に用いられる貴金属の価格の高騰により，歯科技工料や医療費が圧迫されている．また，
歯科用金属による金属アレルギーも大きな問題となっている．このような背景から，金属に代わる材料
であるジルコニアを用いた歯科用修復物が広く用いられるようになってきている．
金属修復材料の代替材料として歯科に用いられるようになったジルコニアは，導入当初，前装用陶材
と共に固定性補綴装置のフレームワーク用材料として使用されていた．近年，より審美性に優れた高透
光型ジルコニアが導入されてからは，フルジルコニア修復物が使用されるようになり，その適用数が増
加している．例えば米国では，臼歯部固定性補綴装置の第一選択の一つとして，フルジルコニア修復物
は陶材焼付鋳造冠と同じか，それ以上の臨床使用が報告されている．また，ドイツにて提唱されたジル
コニアを用いた接着ブリッジも注目されており，臨床応用されるようになってきている．
現在，様々な種類の歯科用ジルコニアが上市されているが，その理工学的な性質は多様である．その
ため，各ジルコニアの透光性や強度，劣化への耐性，研削やサンドブラストなどの各種表面処理による
影響など，臨床応用するにあたって理解しておくべき知識を整理する必要がある．さらに，ジルコニア
修復物の多くは歯質への接着が必要となるため，接着操作に関しても理解するべきであると考える．か
つて，ジルコニアは接着が困難な材料として認識されていたが，今日では適切な表面処理を施すことに
より，長期に安定した接着を得ることが可能となっている．
本講演では，まず高透光型ジルコニアを中心にその材料学的な性質や特徴を紹介する．さらに高透光
型ジルコニアの臨床応用に関して，フルジルコニア修復物やジルコニア製接着ブリッジを用いた症例を
いくつか供覧し，支台歯形成時の注意事項や，ジルコニアに対する適切な接着操作等について整理し，
講演させていただく予定である．
略

歴

2006 年

東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業

2011 年

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科全部床義歯補綴学分野修了

2014 年

KU Leuven（University of Leuven）, Doctoral School of Biomedical Sciences 修了

2015 年

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯科学分野助教

現在に至る
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企画講演 4 『デジタル歯科力の進化─現在そして未来─』（カボデジタルシステムズ）

デジタル機器を活用した臨床の現在と未来
梅原

一浩（医療法人審美会梅原歯科医院）

座長 近藤

尚知（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

近年，歯科領域における「デジタル化」は常に進化し続け，次々とアナログからデジタルへ移行する
傾向にある．特に CAD/CAM システムを応用した補綴装置作製のためのデジタル化は，操作性，機能性，
スキャニング精度が向上し，各社が製品の開発と改良をしてきている．
しかし，咬合採得の精度，咬合平面の設定，使用するジルコニア等の硬い材質の応用部位や咬合調整
によっては，対合歯や顎関節への影響が懸念される．
デジタル化の一番の利点は，記録を残すことができることで，初診時の状態や術前，術中，術後の視
覚化され解析できるデジタルデータがあれば「復元」と「評価」が可能となる．自分が求める「デジタ
ル化」は，今まで感覚や技術といったアナログで行われていた診査・診断を，3 Ｄデータである
DICOM データ，STL データだけでなく OBJ データ，XML データを用いてビジュアル化，標準化，デー
タ化することで，治療ゴールをイメージした経験値を縮められる診査・診断を行う「アナログとデジタ
ルの融合化」である．
そこで今回は，今後の「アナログとデジタルの融合化」における臨床応用に必要な知識と，顎運動測
定機や 3 Ｄ矯正分析を含めた KaVo 社のデジタル機器の臨床応用について考察し発表する．
略

歴

1988 年 東京歯科大学卒業
東京歯科大学クラウンブリッジ補綴学講座非常勤講師
慶應大学医学部歯科・口腔外科学講座非常勤講師
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座非常勤講師
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企画講演 5 『デジタル歯科力の進化─現在そして未来─』（ニッシン）

歯科医学教育用 VR シミュレーター Simodont
三栗

慎史（株式会社ニッシン）

座長 中村

隆志（大手前短期大学歯科衛生学科）

株式会社ニッシンは 2018 年，航空機や人工衛星，医療機器等の分野で使われる高度な精密制御機器・
システム（モーションコントロール技術）をグローバル展開する Moog Inc.（本社：アメリカ Buffalo，
CEO

John Scannell）の関連会社で，歯科医学教育用 VR シミュレーター「Simodont」の製造・販売・

開発を行う Moog B.V.（オランダ

Nieuw-Vennep, MD Robert Heijne）のデンタル事業部を承継しました．

これに伴い，同年，同事業が保有する生産技術，営業技術，開発技術および人材を引き継ぎ Nissin
Dental Products Europe B.V.（本社：オランダ

Nieuw-Vennep, 代表

Olivier Voinot）を設立し，

「Simodont」の製造・販売・開発を開始いたしました．
「Simodont」とは，モニターに映る３D 画像を見ながら，実際に患者の歯を削っているような感覚を
体験できる最先端のバーチャルリアリティー技術を駆使した次世代型歯科医学教育用シミュレーターで
す．本機器には多種多様な歯科疾患の症例が入っていることに加え，課題を見ながら治療計画の立案や，
プログラムを繰り返し行うことができる特徴があります．2010 年の販売開始以降，着実に導入台数を
増やし，現在，世界各国の歯科教育機関 90 校以上で導入され，のべ 500 台以上の台数が教育現場にて
活用されています．
本講演では「Simodont」の機能と海外歯科教育機関への導入事例の紹介とあわせて，歯科模型をは
じめとした歯科教育製品と最新の VR 技術を融合することによる新しい歯科教育教材，教育カリキュラ
ムの可能性について紹介いたします．
略

歴

株式会社ニッシン
営業部 学校営業グループ チームリーダー
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企画講演 6 『デジタル歯科力の進化─現在そして未来─』（デンツプライシロナ）

一歩先を見据えた CT 診断
─ 気道の問題と歯科医療 ─
飯田

啓介（医療法人メルサ会メルサ飯田歯科）

座長 尾関

雅彦（昭和大学歯学部インプラント歯科）

近年，歯科領域におけるデジタル技術の発展には目を見張るものがあり，その応用なくしては歯科臨
床が成り立たないといっても過言ではない状況にある．特に歯科用 CT は急速に進歩を遂げ，口腔内の
みならず気道の状態を明瞭に確認できるようになったことは特筆すべきことである．
気道関連疾患の代表的なものとして，閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSA）があげられる．OSA は脳
梗塞や心筋梗塞をはじめとする様々な全身疾患との関連が指摘されているため，その治療はきわめて重
要である．さらに最近の報告では睡眠呼吸障害の有病率がかなり高いことも示されており，健康長寿が
キーワードとなる日本においては軽視できない問題である．
気道の問題に対する歯科としての取り組みも積極的になってきている．その理由として，（１）気道
の問題があると口腔内にその兆候が現れることが多い，
（２）軽度から中等度の OSA は口腔内装置（OA）
が治療の適応になることが多い，
（３）顎口腔そのものが OSA の原因となっている場合が多い，などが
あげられる．
そして日常的に多くの口腔内を診る歯科において，OSA をはじめとする気道関連疾患の存在を発見
できる可能性は高いため，
われわれ歯科医師の責任は重大である．さらに原因によっては歯科的アプロー
チでのみ根本的な治療が可能となる場合もある．このようなことから 2017 年に American

Dental

Association が，歯科医師による気道関連疾患のスクリーニングの必要性に関する宣言を発表した．
歯科的な治療として主に用いられているものが OA であるが，ここでは米国 Spear Education が推奨
しているプロトコールを改変した方法を紹介する．問診，口腔内所見および CT 所見などから OSA が
疑われる患者に対して，PSG あるいは HST を行って診断を確定する．そして OA の適応症と判断した
場合は，まず下顎位を調整可能なテンポラリーの OA を作製し，HST と歯科用 CT を併用して調整する
ことで無呼吸を抑制できる下顎位を確認する．その後，最終的な OA を作製することで効果的な治療が
可能となる．今回の発表では OSA に対して歯科でできることについて考えてみたいと思う．
略

歴

1994 年

愛知学院大学歯学部卒業

1998 年

同大学院修了

1998-2001 年

UCLA 補綴科

Spear Education 客員インストラクター
LCDC インストラクター
FCDC ゲストインストラクター
名古屋市開業
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企画講演 7 『デジタル歯科力の進化─現在そして未来─』（データ・デザイン）

産業界 / 工業界の最新 3D 技術をデンタル業界
に活かす！ ─ 歯科技工士ノウハウの継承を促進する
3D デジタル・デンティストリーへ ─

今田

智秀（株式会社データ・デザイン ヘルスケアグループ 
デンタル事業部 マネージャー）

座長 本木

克彦（神奈川歯科大学口腔統合医療学講座）

弊社は平成元年に産業界 / 工業界向けのデジタル生産システムを開発，販売，サポート支援する企業
として設立し，これまでに 2,000 社以上のお客様に 3D デジタル生産システムを提供してきました．
2010 年よりデンタル業界に参入し，
「オープン・システム」による CAD/CAM プラットフォームを提案，
これまでに約 500 社の歯科医院 / 歯科技工所様にシステムを導入しています．
産業界 / 工業界では解析やシミュレーションをベースとした 3D 切削条件の最適化や 3D 積層造形パ
ラメータのチューニングなどが注目されています．バーチャル環境の中でより現実に近い状況を再現さ
せ，その中で発生したイベントを学習させることで，熟練エンジニアが持っているノウハウを数値化し
共有 / 継承することが近年の大きな課題となっています．これまでにもデジタル・デンティストリーに
は産業界 / 工業界の最新技術が活用されてきましたが，今後はさらに短期間のうちに最新技術がフィー
ドバックされデンタル業界に同期していくと考えます．
私たちデータ・デザインが産業界 / 工業界で進めているコアな 3D 技術として，3D スキャン〜 3D モ
デリング，3D プリンティングや 3D マシニング，さらには IoT による品質管理，稼働集計，そして外
部とのコミュニケーションを加速させる 3D ビジュアライズなど，具体的なアプリケーション例を交え
ながら次なる 3D デジタル・デンティストリーについてご説明いたします．
略

歴

1995 年 4 月

株式会社データ・デザイン入社

2008 年 5 月

セールスユニット企画グループ マネージャー

2010 年10月
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P-1
ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸ࡓṑ⫗⦕ୗࣇࢽࢵࢩࣗࣛࣥࡢィ ᡭἲࡢ㛤Ⓨ
➨ሗ ࢸ࣏࣮ࣥࣛࣜࢡࣛ࢘ࣥࢆ⏝࠸ࡓࣇࢽࢵࢩࣗࣛࣥ㡿ᇦࡢ᪂つィ

᪉ἲ

ۑすᒣ㈗ᾈ1㸪ⱝᯘ୍㐨1㸪࢝ࣝࣂࣁࣝࢪ࢙ࢯࣥ1㸪ᒸᮧ┿ᘺ1㸪୰ᮧ㝯ᚿ2㸪▮㇂༤ᩥ1
1

㜰ᏛᏛ㝔ṑᏛ◊✲⛉ 㢡ཱྀ⭍ᶵ⬟ᘓᏛㅮᗙ, 2 ᡭ๓▷ᮇᏛṑ⛉⾨⏕Ꮫ⛉
Development of a method for scanning a subgingival finish line using an intraoral scanner
-Part2. A new scanning method for the finish line area using a temporary crown
Nishiyama T1, Wakabayashi K1, Carbajal J1, Okamura S1, Nakamura T2, Yatani H1
1
Osaka University Graduate School of Dentistry, Department of Fixed Prosthodontics
2
Otemae College, Department of Oral Health Sciences
Ϩ㸬⥴ゝ
ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡣᚑ᮶ࡢࢩࣜࢥ࣮ࣥࢦ࣒༳㇟ᮦࢆࡗࡓ⢭ᐦ༳㇟ྠ➼ࡢ⢭ᗘࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿ
ゝࢃࢀ࡚࠾ࡾ㸪㏆ᖺ㸪⮫ᗋ⌧ሙ࡛⏝ࡉࢀࡿᶵࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ୍᪉࡛㸪ṑ⫗⦕ୗࡢࡼ࠺
࡞ගࡀ฿㐩ࡋࡃ࠸㒊ࡣ㸪ᙳࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ᡃࠎࡣ㸪ṑ⫗⦕ୗᙧ
ᡂࡉࢀࡓࣇࢽࢵࢩࣗࣛࣥࡢィ 㝈⏺ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪ṑ⫗⦕ୗ 0.50 mm ௨ୖࡢ῝
࠸⨨࡛ࡣ㸪ṇ☜࡞ィ ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㡿ᇦࡀ࠶ࡿࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬ࡋࡋ㸪ᑂ⨾㡿ᇦ࠾
࠸࡚ࡣࣇࢽࢵࢩࣗࣛࣥࡢ⨨ࡀṑ⫗⦕ୗ 0.50 mm ௨ୖ࡞ࡿࡇࡶ⌋ࡋࡃ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊
✲࡛ࡣ㸪ࢸ࣏࣮ࣥࣛࣜࢡࣛ࢘ࣥࢆ⏝࠸㸪ṑ⫗⦕ୗࡢ῝࠸⨨タᐃࡉࢀࡓࣇࢽࢵࢩࣗࣛࣥࢆ
ගᏛ༳㇟ࡍࡿᡭἲࡘ࠸᳨࡚ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ୖ㢡ྑഃ୰ษṑࡢṑᆺᶍᆺࢆ CAD ࠾ࡼࡧ୕ḟඖ✚ᒙ㐀ᙧ⨨࡛㐀ᙧࡋࡓᚋ㸪ࢩࣜࢥ࣮ࣥࢥ
ࢆ⏝࠸࡚ 2 ✀㢮ࡢࢡࣜࣝ⣔ࢸ࣏࣮ࣥࣛࣜࢡࣛ࢘ࣥࢆస〇ࡋࡓ㸬స〇ࡋࡓࢸ࣏࣮ࣥࣛࣜࢡࣛ࢘
ࣥෆ㠃㸪ΰᾮẚ㸦ᾮ 0.1 g㸪⢊ 0.1 g㸧࡛ 6 ⛊㛫ΰࡋࡓ༶㔜ྜࣞࢪࣥ㸦࢟ࣗࢢ࣮ࣞࢫ,ࢺࢡࣖ
࣐㸧ࢆሸධࡋ㸪ᡭᣦᅽ࡛ᨭྎṑ 30 ⛊㛫ᅽ᥋ᚋ㸪ᶍᆺࡽ᧔ཤࡋࡓ㸬᧔ཤ 300 ⛊ᚋ㸪ࢸ࣏ࣥࣛ
࣮ࣜࢡࣛ࢘ࣥෆ㠃࠾ࡼࡧࣇࢽࢵࢩࣗࣛࣥ࿘ᅖࢆཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦Trios3㸪3Shape㸧࡛ィ ࡋ
ࡓ㸬ຍ࠼࡚㸪࣮࢜ࢺ࣑ࢵࢡࢫࢱࣉࡢ༶㔜ྜࣞࢪࣥ㸦Luxatemp Star 㸪DMG㸧ࡶྠᵝࢸ࣏ࣥࣛ
࣮ࣜࢡࣛ࢘ࣥෆ㠃ሸධࡋ㸪ᶍᆺᡭᣦᅽ࡛ 30 ⛊㛫ᅽ᥋ᚋ㸪᧔ཤࡋࡓ㸬᧔ཤ 180 ⛊ᚋ㸪ཱྀ⭍ෆ
ࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦Trios3㸪3Shape㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ࢸ࣏࣮ࣥࣛࣜࢡࣛ࢘ࣥෆ㠃࠾ࡼࡧࣇࢽࢵࢩࣗࣛࣥ࿘
ᅖࢆィ

ࡋࡓ㸬ḟ࠸࡛㸪ṑิᶍᆺࡶཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮࡛ィ

ࡋ㸪ᨭྎṑࢹ࣮ࢱୖ࠾ࡼࡧࢸ࣏ࣥࣛ

࣮ࣜࢡࣛ࢘ࣥࡢࣇࢽࢵࢩࣗࣛࣥࢹ࣮ࢱࢆࢯࣇࢺ࢙࢘㸦ezScan㸪Solutionix㸧࡛⤫ྜࡋࡓ㸬ࡑ
ࡋ࡚⤫ྜࡋࡓᨭྎṑࢹ࣮ࢱṑᆺᶍᆺࡢ୕ḟඖࢹ࣮ࢱࢆࣜࣂ࣮ࢫ࢚ࣥࢪࢽࣜࣥࢢࢯࣇࢺ
㸦ezScan㸪Solutionix㸧ࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ࢸ࣏࣮ࣥࣛࣜࢡࣛ࢘ࣥࢆࢭࢵࢺࡋࡓṑิᶍᆺᨭྎṑ㒊ศ㸪ࢸ࣏࣮ࣥࣛࣜࢡࣛ࢘ࣥࡢࣇࢽࢵ
ࢩࣗࣛࣥࢆྵࡴෆ㠃ࢡࣛ࢘ࣥ❧ࡕୖࡀࡾ㒊ศࡢࢹ࣮ࢱࡢ⤫ྜࢆࡍࡿࡇ࡛㸪
ṑ⫗⦕ୗ 0.50 mm
タᐃࡉࢀࡓࣔࢹࣝ࠾࠸࡚ࡶ㸪ࣇࢽࢵࢩࣗࣛࣥ࿘ᅖࡢࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ㸬
ᮏィ

᪉ἲࡼࡾ㸪ࣇࢽࢵࢩࣗࣛࣥࡀṑ⫗⦕ୗタᐃࡉࢀࡓᨭྎṑ࡛ࡶṇ☜ṑෙ⿵⥛⨨

ࡢ〇సࡀྍ⬟࡞ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬
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ᢒ㘓ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ

P-2
⢓⭷ࡢ༳㇟᥇ᚓ࠾ࡅࡿཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢ᳨ド
ۑ୰⃝㣕㫽㸪すᒣᘯᓫ㸪୕ዲᩗኴ㸪⏣୰ᖹ㸪㤿ሙ୍⨾
ᏛṑᏛ㒊 ṑ⛉⿵⥛Ꮫㅮᗙ
Verification of an intraoral scanner to mucosal impression making
Nakazawa A, Nishiyama H, Miyoshi K, Tanaka S, Baba K
Department of Prosthodontics, Showa University School of Dentistry
Ϩ㸬⥴ゝ
ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦Intra Oral Scanner㸪௨ୗ IOS㸧ࡢᬑཬࡼࡾ㸪⿵⥛⒪ࡢ࣮࣡ࢡࣇ࣮ࣟࡣࡁࡃ
ኚࡋࡓ㸬ࡍ࡛ࢡ࣭ࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪࡸࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀࡛ࡣ㸪⮫ᗋⓗᛂ⏝ࡀᬑཬࡋ㸪ᚑ᮶ἲྲྀ
ࡗ࡚௦ࢃࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ྍ᧔ᛶ᭷ᗋ⩏ṑࡘ࠸࡚ࡶࢹࢪࢱࣝ༳㇟ἲ࡛ྍ᧔ᛶ᭷ᗋ⩏ṑࢆ〇సࡋࡓ
ሗ࿌ࡀ࠶ࡿࡀ㸪᥇ᚓࡉࢀࡓ༳㇟ࡢᙧែࡘ࠸᳨࡚ドࢆ⾜ࡗࡓሗ࿌ࡣᑡ࡞ࡃ㸪≉㸪ᗋ⦕ᙧែࢆタᐃࡍࡿ
ࡓࡵࡢ㎶⦕ᙧᡂࡘ࠸᳨࡚ドࡋࡓሗ࿌ࡣ࡞࠸㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪Ḟᦆ㒊㢡ሐ࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝ༳㇟ἲࡢ᭷
ຠᛶࢆ᳨ドࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪ᖖ᭷ṑ㢡⪅ࡢ⮻ṑ㒊㢋ഃ㌾⤌⧊ࢆᑐ㇟ࡋ࡚㸪ᚑ᮶ἲ࠾ࡼࡧࢹ
ࢪࢱࣝ༳㇟ἲࡼࡿ㎶⦕ᙧᡂ࡛ᚓࡽࢀࡓ୕ḟඖᙧែࢹ࣮ࢱࢆẚ㍑᳨ウࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
⿕㦂⪅9ྡᑐࡋ㸪ୗ㢡ྑഃ➨୍ᑠ⮻ṑ㏆ᚰࡽୗ㢡ྑഃ➨⮻ṑ㐲ᚰࡲ࡛ࡢṑෙ㒊࠾ࡼࡧ㢋ഃ㌾
⤌⧊ࢆᑐ㇟ࡋ࡚㸪ᚑ᮶ἲ࠾ࡼࡧࢹࢪࢱࣝ༳㇟ἲ࡛㎶⦕ᙧᡂࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᚑ᮶ἲ࡛ࡣ㸪㏻ἲᚑࡗ࡚〇స
ࡋࡓసᴗ⏝ᶍᆺࡽ㠀᥋ゐᘧ୕ḟඖࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦D810㸪3Shape㸧࡛Stereolithography㸦STL㸧ࢹ࣮ࢱࢆྲྀ
ᚓࡋࡓ㸬ࢹࢪࢱࣝ༳㇟ἲ࡛ࡣ㸪㎶⦕ᙧᡂᵝࡢ⢓⭷≌ᘬ᧯సࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽᑐ㇟㒊ࢆIOS㸦TRIOS3㸪3Shape㸧
࡛ࢫ࢟ࣕࣥࡋSTLࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࢆ⾡⪅2ྡ࡛㸪༳㇟ἲࡈ5ᅇ⧞ࡾ㏉ࡋ㸪STLࢹ࣮ࢱࢆ᥇
ᚓࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓSTLࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚㸪ྛᑐ㇟ṑࡢṑ㢁⥺ࡽṑ⫗㢋⛣⾜㒊᭱῝Ⅼࡲ࡛ࡢ㊥㞳㸪㢋ഃ
㌾⤌⧊ࡢ㠃✚ࢆ3D ᐃࢯࣇࢺ࢙࢘㸦PolyWorks, InnovMetric Software㸧ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓ㸬 ᐃࡉࢀ
ࡓ㊥㞳ࡢ⌧ᛶࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵྛ⾡⪅㸪༳㇟ἲࡘ࠸࡚⣭ෆ┦㛵ಀᩘICC㸦1, 5㸧ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪
༳㇟᪉ἲ࣭⾡⪅࣭㒊ࡢ ᐃ㊥㞳ࡢᙳ㡪㸦ከኚ㔞ศᩓศᯒ࣭Tukeyࡢከ㔜ẚ㍑᳨ᐃ㸪㹮㸺0.05㸧㸪༳
㇟᪉ἲ࣭⾡⪅ࡢ ᐃ㠃✚ࡢᙳ㡪㸦ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ࣭Tukeyࡢከ㔜ẚ㍑᳨ᐃ㸧ࢆ᭷ពỈ‽5%࡛⤫ィゎ
ᯒࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ᅗᚑ᮶ἲ࠾ࡼࡧࢹࢪࢱࣝ༳㇟ἲ࡛ᚓࡽࢀࡓ୕ḟඖᙧែࢹ࣮ࢱࡢ௦⾲ࢆ♧ࡍ㸬ࢹࢪࢱࣝ༳㇟ἲ࡛
ࡣ༳㇟㎶⦕㏆ࡢྍື⢓⭷㡿ᇦ࡛ࡣࢫ࢟ࣕࣥࢹ࣮ࢱࡀ⤖ീࡋ࡚࠾ࡽࡎ㸪ࣀࢬࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡶࡢࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓ㸬
ṑ㢁⥺ࡽṑ⫗㢋⛣⾜㒊᭱῝Ⅼࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡢ⣭ෆ┦㛵ಀᩘ ICC㸦1, 5㸧ࡣ㸪⾡⪅ࡸ༳㇟ἲࡼࡽࡎ 83
±5.5㸣ࡽ 92±4.3㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪㊥㞳ࡘ࠸࡚ከኚ㔞ศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝ㸪༳㇟᪉ἲ㸦F=54.58㸪
p<0.01㸧㒊㸦F=138.37㸪p<0.01㸧ࡢᙳ㡪ࡀ⤫ィⓗ᭷ព࡛࠶ࡾ㸪ከ㔜ẚ㍑᳨ᐃࡼࡾ㸪ᚑ᮶ἲࡣࢹ
ࢪࢱࣝ༳㇟ἲࡼࡾ᭷ពᑠࡉ࠸್ࢆ♧ࡋ㸪➨ᑠ⮻ṑ㒊ࡢ⢓⭷ࡢᖜࡣ㒊ẚ㍑ࡋ᭷ពࡁ࠸್
ࢆ♧ࡋࡓ㸬⢓⭷㒊ࡢ㠃✚ࡘ࠸࡚ࡣ㸪༳㇟᪉ἲ㸦F=6.57㸪p=0.013㸧ࡘ࠸࡚㸪⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࢆㄆࡵࡓ
ࡀ㸪⾡⪅ࡘ࠸࡚ࡣ⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࡣㄆࡵ࡞ࡗࡓ㸦F=1.37㸪p=0.25㸧㸬
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪 IOS ࢆ⏝ࡋࡓࢹࢪࢱࣝ༳㇟ἲࢆ⮻ṑ㒊㢋ഃ㌾⤌⧊ࡢ༳㇟㐺⏝ྍ⬟࡛㸪ࢹࢪ
ࢱࣝ༳㇟ἲࡣᚑ᮶ἲ༉ᩛࡍࡿ⢭ᗘࢆ᭷ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࢹࢪࢱࣝ༳㇟ἲ࡛
ࢫ࢟ࣕࣥࡋࡓ୕ḟඖᙧែࢹ࣮ࢱࡽᢳฟࡉࢀࡓṑ⫗㢋⛣⾜㒊᭱῝Ⅼࡣ㸪ᚑ᮶ἲࡼࡾࡶ῝ࡃ࡞ࡿࡇࡀ
♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪IOS ࡛ࢫ࢟ࣕࣥࡋࡓ୕ḟඖᙧែࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚ྍ᧔ᛶ᭷ᗋ⩏ṑࢆ〇సࡍࡿ㝿
ࡣ㸪⩏ṑᗋ⦕タᐃ⨨␃ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬

ᅗ
ᚑ᮶ἲ㸦ᕥ㸧࠾ࡼࡧࢹࢪ
ࢱࣝ༳㇟ἲ㸦ྑ㸧࡛ᚓࡽ
ࢀࡓ⮻ṑ㒊㢋ഃ㌾⤌⧊
ࡢᙧែࢹ࣮ࢱࡢ
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P-3
口腔内スキャナー（IOS）を用いたガイデッドサージェリーの有用性
○永田紘大，淵上 慧，清宮一秀, 中静利文, 井上絵理香, 星 憲幸，二瓶智太郎，木本克彦
神奈川歯科大学 口腔統合医療学講座
Usefulness of guided surgery using intraoral scanner (IOS)
Nagata K，Fuchigami K，Seimiya K, Nakashizu T, Inoue E, Hoshi N, Nihei T, Kimoto K
Kanagawa Dental University Oral Interdisciplinary Medicine
Ⅰ．緒言
サージカルガイドプレートの製作は，従来，印象採得，石膏模型の３D スキャナーでの STL デー
タ化を経て，シミュレーションソフト上で設計を行っていたが，現在では口腔内スキャナー
（intraoral scanner，以下，IOS）から得られた患者の口腔内の情報を STL データ化することで
製作が可能となった．
サージカルガイドプレート製作過程における印象材を使用した従来法と IOS
を使用した光学印象との比較を行った報告は少ない．今回，われわれは，造影剤入りの歯科模型
に対し，シリコン印象材，IOS（Trios，CS3600）を用いて印象採得を行い，サージカルガイドプレ
ートを製作し，インプラントを埋入，精度の比較を行い，また歯牙支持型と歯牙粘膜支持型サー
ジカルガイドプレートの比較も行ったので報告する．
Ⅱ．方法
造影剤入りの下顎右側片側遊離端欠損模型に対して，CBCT撮影を行い，得られたDICOMデータと
シリコン印象材（以下Si群），Trios（以下Tri群），CS3600（以下CS群）を用いて得られた模型デ
ータにCAD上でデジタルワックスアップを行い，得られたSTLデータをシミュレーションソフト上
で重ね合わせ，歯牙支持型と歯牙粘膜支持型のサージカルガイドプレートを製作した．インプラ
ント体を埋入する模型は造影剤入り歯科模型を３Dスキャナーで読み取り，CAMでレジン模型を製
作し，各サージカルガイドプレートを使用して45，47相当部にドリルプロトコールに従い埋入窩
形成し，インプラントの埋入を行った．使用したインプラントは全てStraumann®φ4.1×10BLT/RC
とした．埋入したインプラントにスキャンボディを装着し，３Dスキャナーで読み込み，各ステッ
プの３つの模型のSTLデータをGeomagic control®を用いて重ね合わせを行い精度の比較を行い，
歯牙支持型，歯牙粘膜支持型との比較も行った．統計処理はTukey–Kramer法を用いた．
Ⅲ．結果と考察
歯牙支持型のガイデッドサージェリーの精度に関して，45 相当部における頬舌の誤差は Si 群
0.14±0,04 ㎜，Tri 群 0.18±0.11 ㎜，CS 群 0.22±0.13 mm で有意差を認めなかった．近遠心の
誤差は Si 群 0.17±0.02 ㎜，Tri 群 0.24±0.11 ㎜，CS 群 0.12±0.03 ㎜で Tri 群と CS 群で有意差
を認めた．垂直の誤差では Si 群 0.27±0.14 ㎜，Tri 群 0.14±0.1 ㎜，CS 群 0.34±0.15 ㎜で Tri
群と CS 群で有意差を認めた．47 相当部における頬舌の誤差は Si 群 0.44±0.32 ㎜，Tri 群 0.17
±0.1 ㎜，CS 群 0.16±0.06 mm となり，Si 群と Tri 群，Si 群と CS 群間で有意差を認めた．近遠
心の誤差は Si 群 0.51±0.33 ㎜，Tri 群 0.23±0.15 ㎜，CS 群 0.12±0.06 mm となり Si 群と CS 群
間で有意差を認めた．垂直的な誤差は Si 群 0.51±0.1 ㎜，Tri 群 0.18±0.13 ㎜，CS 群 0.18±
0.11 ㎜で Si 群と Tri 群，Si 群と CS 群で有意差を認めた．歯牙粘膜支持型に関して，45 相当部
における頬舌の誤差は，Si 群 0.11±0.05 mm，Tri 群 0.13±0.05 mm，CS 群 0.11±0.05 mm，近遠
心の誤差は Si 群 0.17±0.08 ㎜，Tri 群 0.12±0.07 ㎜，CS 群 0.13±0.04 ㎜，垂直の誤差は Si 群
0.26±0.1 ㎜，Tri 群 0.07±0.05 ㎜，CS 群 0.18±0.09 ㎜で Si 群と Tri 群で有意差を認めた．47
相当部における頬舌の誤差は Si 群 0.11±0.04 mm，Tri 群 0.13±0.04 ㎜，CS 群 0.13±0.09 ㎜と
有意差を認めなかった．近遠心の誤差では，Si 群 0.12±0.07 ㎜，Tri 群 0.06±0.04 ㎜，CS 群 0.11
±0.07 ㎜と有意差を認めなかった．垂直の誤差では，Si 群 0.1±0.06 ㎜，Tri 群 0.1±0.04 mm，
CS 群 0.16±0.07 ㎜で有意差は認めなかった．IOS により作製した歯牙粘膜支持型ガイデッドサー
ジェリーはインプラント手術をより正確に行うことに寄与することが示唆された．
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P-4
口腔内スキャナーの複数歯における位置再現精度に関する研究
○深澤翔太，夏堀礼二，田邉憲昌，千葉豊和，近藤尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座
Investigation of accuracy and reproducibility of oral scanners about multiple teeth
Fukazawa S，Natsubori R，Tanabe N，Chiba T，Kondo H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology，School of Dentistry，Iwate Medical University
Ⅰ．緒言
近年，口腔内スキャナーによる光学印象法が普及しつつあり，一般補綴臨床だけでなく口腔イ
ンプラント治療においても適用可能となりつつある．口腔内スキャナーは，CAD/CAM システムと併
用することによって，治療期間の短縮，患者の肉体的負担の軽減，材料費の節約，高いデータの
再現性などを可能とし，これらの長所が注目を集めている．一方，精度に関しては未だ不明な点
が多く，口腔インプラント治療においての適用は，単独欠損症例のみの推奨が現状である．本研
究においては，口腔内スキャナーと歯科技工用スキャナーの光学印象法による精度の比較検討を
行い，口腔インプラント治療における複数歯の臨床応用の可能性を検証することを目的とする．

Ⅱ．方法
上顎無歯顎模型の右側中切歯，犬歯，第二小臼歯及び第二大臼歯相当部ならびに，上顎左側犬
歯，第二小臼歯，第二大臼歯相当部に，外側性 6 角構造を有するインプラント体を 7 本埋入後，
口蓋側に校正用基準球を設置し，本研究の基準模型とした．インプラント体にボールアバットメ
ントを装着後，各ボールアバットメント間の距離を，接触式三次元座標測定機を用いて三次元形
状計測し，距離の基準値とした．続いて，2 種の口腔内スキャナー，3M True Definition
scanner(TDS)と，3Shape Trios3(TR3)，1 種の歯科技工用スキャナー，KaVo ARCTICA Auto Scan(KA)
を用いて，三次元形状データを採得した．得られた三次元形状データをもとに，立体画像解析用
ソフトウェアで，
4 個のボールアバットメント間の距離に関して真度と精度の比較解析を行った．

Ⅲ．結果と考察
ボールアバットメント間の測定部位における真度，精度に関して口腔内スキャナー群は，歯科
技工用スキャナーよりも誤差が大きかった．口腔内スキャナー群は，ボールアバットメント間の
距離が増加すると誤差が増加する傾向を示した．歯科技工用スキャナーはボールアバットメント
間の距離の増減に関わらず，真度・精度ともに安定していた．現状の口腔内スキャナーによる光
学印象法は，真度，精度の観点から多数歯欠損では適用は困難であり，少数歯欠損における口腔
インプラント治療への臨床応用が可能であることが示唆された．
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Accuracy of the optical impression for fabricating the obturator or mandible prosthesis using the
oral scanner
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⭯ࢧࣥࣉࣝࢆ⏝࠸࡚ᶍᆺࢆస〇ࡋࡓ.▼⭯ࡣS!NF, S!MS, ࢽ࣮ࣗࣇࢪࣟࢵࢡ(௨ୗ NF), ࢽ࣮ࣗࣉࣛࢫ
ࢺ࣮ࣥϩ(௨ୗ NPϩ)ࢆ⏝࠸ࡓ(NF:㉸◳㉁▼⭯, NP:◳㉁▼⭯).S!NFS!MSࡘ࠸࡚ࡣὀධᚋ5ศ,NF
NPϩࡣὀධᚋ30ศ࡛༳㇟ᮦࡽᶍᆺࢆྲྀࡾእࡋࡓ.
ḟ3Dࢫ࢟ࣕࢼ ATOS Capsule(GOM)ࢆ⏝࠸࡚,ẕᶍᆺ࠾ࡼࡧస〇ࡋࡓ▼⭯ᶍᆺࡢ⾲㠃ᙧ≧ࢆㄞࡳྲྀ
ࡗࡓ.ྲྀᚓࡋࡓ⾲㠃ᛶ≧ࢆSTLࢹ࣮ࢱኚࡋ,ྛ▼⭯ᶍᆺẕᶍᆺࡢSTLࢹ࣮ࢱࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡿࡇ࡛
ྛ㡿ᇦࡢᑍἲኚࢆィ ࡋࡓ.ࡲࡓ,ᑍἲኚࢆࣄࢫࢺࢢ࣒࡛ࣛ⾲ࡋ,ᶆ‽೫ᕪȪࡽᑍἲኚࡢࣂࣛ
ࡘࡁࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡛ྛᶍᆺࡢᑍἲ⢭ᗘࢆẚ㍑ࡋࡓ.
ྛ▼⭯ࡢ⥺◳⭾ᙇࡣJIS T 6600:2016‽ᣐࡋ࡚ ᐃࡋࡓ.
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ᅗࡼࡾ◳㉁▼⭯ࡢ S!MS  13ϩࡣ㉸◳㉁
▼⭯ࡢ S!NF  NF ẚ࡚ṑ⫗㒊ࡀ⭾ᙇࡍ
ࡿഴྥࡀࡳࡽࢀࡓ.ࡲࡓ, NF  13ϩࡣ S!NF
 S!MS ẚ࡚ṑิညྜ㠃ࡢᑍἲኚࡀ
ࡁ࠸ഴྥࡀࡳࡽࢀࡓ.ࡲࡓྛࢧࣥࣉࣝࡢ
2  㛫 ᚋ ࡢ ⥺ ◳  ⭾ ᙇ ࡣ S!NF:0.085%,
606 1) 13ϩ
࡞ࡗࡓ.ࡉࡽᶍᆺࡢᑍἲኚࢆࣄࢫࢺࢢ
࣒࡛ࣛ⾲ࡋ,ᶆ‽೫ᕪ Ȫ ࢆồࡵࡿ S!NF,
1)60613ϩࡢ㡰࡛ᑍἲኚࡀᑠࡉࡃ࡞
ࡗࡓ.
ࡇࢀࡽࡢ⤖ᯝࡽ,⥺◳⭾ᙇࡀప࠸▼
ᅗ 3D ࢫ࢟ࣕࢼࢆ⏝࠸ࡓྛ▼⭯ᶍᆺࡢᑍἲኚࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛ
⭯ᶍᆺࡢᑍἲኚࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡾ, ⥺◳
⭾ᙇࡢప࠸ S!NF  NF ࡣ㧗࠸ᑍἲ⢭ᗘࢆ♧ࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ.ࡲࡓ,NF  13ϩࡢṑิညྜ㠃ࡢᑍἲኚ
ࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓせᅉࡣ,༳㇟ᮦࡢኚᙧࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ. NF  13ϩࡣ༳㇟ᮦࡽࡢྲྀࡾእ
ࡋ㛫ࡀ 30 ศ࡛࠶ࡾ,ࡑࡢ㛫༳㇟ᮦࡀኚᙧࡋࡓࡇ࡛ᑍἲ⢭ᗘᙳ㡪ࢆ࠼ࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ.ᑐࡋ
࡚,S!NF  S!MS ࡣ㉸㏿◳ᛶࢆ᭷ࡍࡿࡓࡵ,༳㇟ᮦࡽࡢྲྀࡾእࡋࡀ▷㛫(5 ศ)࡞ࡾ,༳㇟ᮦࡢኚᙧ
ࡼࡿᙳ㡪ࢆཷࡅࡃ࠸ࡇࡽ,ᑍἲኚࡣᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ.ࡉࡽࣄࢫࢺࢢ࣒ࣛ࠾࠸
࡚ S!NF ࡀ᭱ࡶᑍἲኚࡢࣂࣛࡘࡁࡀᑠࡉ࠸⌮⏤ࡋ࡚,S!NF ࡢ᭷ࡍࡿప⭾ᙇᛶ,㉸㏿◳ᛶࡼࡾ༳
㇟ᮦࡢኚᙧࡢᙳ㡪ࢆ᭱ᑠ㝈␃ࡵ,ᶍᆺࡢᑍἲኚࡀᢚไࡉࢀࡓࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿ.
௨ୖࡼࡾ,ప⭾ᙇᛶ㉸㏿◳ᛶࡢ୧᪉ࡢ≉ᚩࢆᣢࡘ S㸟NF ࡣࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟ᮦࢆ⏝ࡋࡓሙྜࡶ
㧗⢭ᗘࡢᶍᆺࢆ▷㛫࡛స〇ࡍࡿᛶ⬟ࢆᣢࡘࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ.ࡇࢀࡽࡼࡗ࡚⮫ᗋୖ࠾ࡅࡿ࣡ࣥ
ࢹ࣮ࢺ࣮ࣜࢺ࣓ࣥࢺࡸデ⒪㛫ࡢ▷⦰ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ.
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欠損部の広さが各種口腔内スキャナーの精度に及ぼす影響
○新谷明一1,2，白鳥沙久良3，新妻瑛紀3，黒田聡一3，五味治徳3
1
日本歯科大学生命歯学部歯科理工学講座
2
トゥルク大学
3
日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第２講座
The effect of tooth defect distance on the accuracy of intraoral scanner
Shinya A1,2，Shiratori S3，Niitsuma A3，Kuroda S3，Gomi H3
1
Department of Dental Materials Science, Nippon Dental University, School of Life Dentistry at
Tokyo
2
Department of Prosthetic Dentistry and Biomaterials Science, University of Turku
3
Department of Crown and Bridge, Nippon Dental University, School of Life Dentistry at Tokyo
Ⅰ．緒言
口腔内スキャナーによる高精度な三次元データの作成には，多くの形態的特徴が求められる．
既に，クラウンや１歯欠損程度のブリッジの支台歯については，十分に口腔内スキャナーの精度
は担保されることが明らかとなっている．しかし，１歯以上の喪失に対して生じる形態的特徴の
減少が，口腔内スキャナーの精度に及ぼす影響についての検討は少ない．本研究では，規格模型
を基準とし，欠損歯数の数によって異なる欠損部の広さが，各種口腔内スキャナーの計測精度に
及ぼす影響について検討した．
Ⅱ．方法
規格模型は，歯肉付口腔内模型（D16-500H(GSF)-QF, ニッシン）の下顎形態を，人工歯は着脱
可能なレジン歯（A20A-500, ニッシン）を用いた．基準用スキャナーは D810（3Shape），口腔内
スキャナーは TRIOS 3（SHOFU, Software Ver. 1.4.7.3），Omnicam（Dentsply Sirona，SoftwareVer. 4.61）
及び Primescan（Dentsply Sirona，SoftwareVer. 5.1）を用いた．欠損範囲の規定は，すべての歯が
揃っている（以下，欠損歯無し），左側第一大臼歯欠損（以下，1 歯欠損），左側第一大臼歯及
び第二小臼歯欠損（以下，2 歯欠損），左側第一大臼歯から第一小臼歯まで欠損（以下，3 歯欠損）
の 4 条件とした．三次元形状データの取得は，口腔内スキャナーにて各条件 10 回ずつ、計 120 回
行った．得られた三次元形状データは，三次元データ検査ソフトウェア（GOM Inspect, GOM）に
取り込み基準データとの差を算出した．計測部位は，各条件における隣在歯間距離とした．結果
は，Kruskal-Wallis 検定および Bonferroni 法にて統計解析し，有意水準は 5％とした．
Ⅲ．結果と考察
三次元形状データを計測した結果，基準データと比較して最も大きい差を示したのは AC
Omnicamによる3歯欠損で122.6±23.4 μm，最も小さい差を示したのはTRIOS3による欠損歯無しで
5.1±2 μmとなった．また，どの条件においてもTRIOS3とPrimescan の間に有意な差は認められな
かった．
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無歯顎患者のデジタル義歯製作法に関する研究
第１報 CBCT を利用した顎堤粘膜の三次元構築法の可能性と有効性
○須藤真行, Bashar Alqassab, Audai Al taai, 前畑 香, 生田龍平, 玉置勝司
神奈川歯科大学全身管理医歯学講座
Study on denture production by digital technology for edentulous patients
Part 1 Possibility and effectiveness of three-dimensional construction method of ridge mucosa
using CBCT
Sudou M, Alqassab B, Al taai A, Maehata K, Ikuta R,Tamaki K
Department of Critical Care Medicine and Dentistry，Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental
University
Ⅰ．緒言
高齢者の無歯顎補綴治療において，義歯製作に要する来院回数および製作時間の短縮は極めて
重要な要素である．とりわけ，口腔内にトレーや咬合床などの大型の器具を挿入して行う一連の
操作において高齢者の身体的条件から患者への負担が大きく，技術的エラーも生じる可能性が高
い．したがって，印象採得や咬合採得は顎堤や顎関節の解剖学的の三次元情報をもとに行う口腔
外でのデジタル操作の開発の必要性は高い．そこで，今回は CBCT による義歯を利用した顎堤粘膜
の三次元構築法の可能性とその有効性について検討する．
Ⅱ．方法
対象は上下顎共に無歯顎の55歳の男性で，現在使用中の総義歯における咀嚼時の痛みが主訴で
ある．適合試験材（フィットチェッカー，ジーシー）による義歯粘膜面と顎堤粘膜の適合状態は
不良で，顎堤粘膜に多数の凹凸があり，新義歯製作の必要性があると判定した．上下の義歯内面
に適合試験材を残したまま上下の義歯を装着し咬頭嵌合位の状態で，顎骨の診査を目的にCBCT（フ
ァインキューブ，ヨシダ）で撮影した．
Ⅲ．結果と考察
CBCT で得られたスライス CT 画像を図に示す．顎
骨，顎堤粘膜，フィットチェッカー面，義歯粘膜面
が明瞭に描出し，顎堤粘膜を三次元構築することが
できた．顎堤粘膜モデリングの過程（吉田製作所の
ご厚意により実施）を下記に示す．
(1) CT断面画像および3Dボリュームデータからフ
図

ィットチェッカーの領域を抽出

CBCT 画像

(2) 抽出した領域をSTL変換
(3) STLデータから不要な領域を削除
(4) 残したSTLデータの表裏反転
上下顎の無歯顎顎堤粘膜上の解剖学的ランドマークは再現され，上下の対向関係も表現され，
コンピュータ内での総義歯製作工程の可能性と有効性が示唆された．
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ᢒ㘓ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ

CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࡼࡿṑෙಟฎ⨨㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲
㸫ᑠ⮻ṑ㒊ෙ⏝ࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡢ⮫ᗋࢹ࣮ࢱࡘ࠸࡚㸫
ۑᶫ ᱇1㸪ᕝす⠊⦾2㸪⇃ᆏ▱ᑵ2㸪୍Ⰽࡺࡾ2㸪ୖ⤮⌮㤶3,4㸪Ύᐑ୍⚽3,4㸪ྂᕝ㎮அ3,4㸪
୰㟼ᩥ3,4㸪ᫍ ᠇ᖾ2㸪ᮌᮏඞᙪ2㸪⎼ᬛኴ㑻1
1
⚄ዉᕝṑ⛉ᏛᏛ㝔ཱྀ⭍⛉Ꮫㅮᗙࢡࣜࢽ࣭࢝ࣝࣂ࣐࢜ࢸࣜࣝᏛศ㔝㸪2⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ
Ꮫ㝔ཱྀ⭍⤫ྜ་⒪Ꮫㅮᗙ⿵⥛࣭ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝㸪3⚄ዉᕝṑ⛉ᏛᏛ㝔⥲ྜṑ⛉Ꮫㅮ
ᗙ㸪4⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔ᢏᕤ⛉
Study on clinical results of prosthodontic treatment by CAD/CAM – Clinical data of resin blocks
for premolar crown Ohashi K1㸪Kawanishi N2㸪Kumasaka T2㸪Isshiki Y2㸪Inoue E3,4㸪Seimiya K3,4㸪Furukawa T3,4㸪
Nakashizu T3,4㸪Hoshi N2㸪Kimoto K2㸪Nihei T1
1
Division of Clinical Biomaterials㸪Department of Oral Science㸪Graduate School of Dentistry㸪
Kanagawa Dental University
2
Division of Prosthodontics and Oral Implantology㸪Department of Oral Interdisciplinary Medicine㸪
Graduate School of Dentistry㸪Kanagawa Dental University
3
Department of the General Dentistry㸪Graduate School of Dentistry㸪Kanagawa Dental University
4
Department of Dental Laboratory㸪Kanagawa Dental University Hospital
Ϩ㸬⥴ゝ
㏆ᖺ㸪ᝈ⪅ࡢཱྀ⭍ෆࡢᑂ⨾ⓗ㛵ᚰࡢ㧗ࡲࡾ㸪㈗㔠ᒓࡢ౯᱁㧗㦐ࡸ㔠ᒓࣞࣝࢠ࣮ࡢᠱᛕࡽ㸪
࣓ࢱࣝࣇ࣮ࣜಟࡢᬑཬࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬2014 ᖺᗘಖ㝤㍕ࡉࢀࡓ CAD/CAM ෙ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣞ
ࢪࣥࣈࣟࢵࢡ㸦௨ୗ㸪ࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡ㸧ࡣ㸪ᙜึࡣᑠ⮻ṑ㒊ࡀಖ㝤㐺⏝ࡉࢀࡓࡀ㸪2018 ᖺ 12 ᭶
ࡣ᮲௳ࡁ࡛ࡣ࠶ࡿࡀୗ㢡➨୍⮻ṑ㒊ࡶ㐺⏝ࡀᣑࡉࢀࡓ㸬ࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡ㛵ࡋ࡚ᵝࠎ࡞
◊✲ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪〇ရ㛫ࡢ≀ᛶ࡞ࡢẚ㍑࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ⤌ᡂࡀ␗࡞ࡿࡇࡽከᵝ
࡞ᅉᏊࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᡃࠎࡶࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡢ≀ᛶࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪ࣞࢪࣥࣈࣟ
ࢵࢡࡈᶵᲔⓗ࠾ࡼࡧ≀⌮ⓗᛶ㉁ࡀ␗࡞ࡿࡇࢆሗ࿌ࡋ࡚ࡁࡓ 1, 2㸧㸬ྠ㸪⮫ᗋ࠾ࡅࡿᡂ
⦼ࡘ࠸࡚ࡶㄪᰝࢆ⥆ࡅ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᑠ⮻ṑ㒊⏝ࡢ CAD/CAM ෙ⏝ࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡢ⮫ᗋᡂ⦼ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᑐ㇟ࡣ 2015㹼2017 ᖺᗘ⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔࡚ᑠ⮻ṑ㒊 CAD/CAM ෙ⏝ࣞࢪࣥࣈࣟࢵ
ࢡ࡛ṑෙಟࡉࢀࡓࡋࡓ㸬ㄪᰝ㡯┠ࡣ㸪ձᛶู㸪ղᖺ㱋㸪ճฎ⨨㒊㸪մCAD/CAM ෙ⏝ࣞࢪ
ࣥࣈࣟࢵࢡࡢ✀㢮㸪յ╔ࡢࢭ࣓ࣥࢺࡋ㸪㝃ᒓ㝔ࡢṑ⛉⏝㟁Ꮚ࢝ࣝࢸ࡞ࡽࡧᢏᕤᣦ♧᭩
ࢆᇶㄪᰝࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ணᚋ⤒㐣ࡘ࠸࡚ࡶㄪᰝࡋࡓ㸬
࡞࠾㸪ᮏ◊✲ࡣ⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ⌮ጤဨ ➨ 552 ྕࡢᢎㄆࢆᚓ࡚⾜ࡉࢀࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
2015㹼2017 ᖺᗘᑠ⮻ṑ㒊 CAD/CAM ෙ⏝ࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࢆ╔ࡉࢀࡓࡣ 695 ṑ࡛࠶ࡗ
ࡓ㸬ᛶูࡣ⏨ᛶࡀ 29%㸪ዪᛶࡀ 71%࡛࠶ࡾ㸪3 ᖺ㛫࡛᭱ࡶከࡃ╔ࡉࢀࡓᖺ௦ࡣ 60㹼69 ṓ࡛ 28%࠶
ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ฎ⨨㒊ࡣୗ㢡ࡼࡾࡶୖ㢡࡛ከࡗࡓ㸬⏝ CAD/CAM ෙ⏝ࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡣ KZR-CAD
HR ࣈࣟࢵࢡ 2㸦YAMAKIN㸧ࡀ 80%᭱ࡶከࡃ㸪ḟ CERASMART㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ࡀ 8%࡛࠶ࡗࡓ㸬╔
ࡢࢭ࣓ࣥࢺࡣࢪ࣮ࢭ࣒ ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ࡢ⏝ࡀ᭱ࡶከࡃయࡢ 45%࡛࠶ࡗࡓ㸬
ྠணᚋㄪᰝࢆ㐍ࡵࡓ⤖ᯝ㸪90 ࡢ⬺㞳ࢆㄆࡵ㸪యࡢ 12㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬≉╔ࡋ࡚ 1 ࢝
᭶௨ෆࡢ⬺㞳ࡀከࡗࡓࡇࡼࡾ㸪⾡⪅ࡢ᥋╔ࡢ᧯సࡼࡿᙳ㡪ࡀ⏕ࡌࡓ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
ϫ㸬ᩥ⊩
1㸧டᒣ♸ె㸪ᶫ ᱇㸪ᒣཱྀ⣫❶㸬CAD/CAM ෙ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡢ≀ᛶ㛵ࡍ
ࡿ◊✲㸬᪥ṑ⌮ᕤㄅ 2017㸹36㸦6㸧㸸453-459㸬
2㸧டᒣ♸ె㸪ᶫ ᱇㸪⏣ᝆᕼ㸬↓ᶵࣇ࣮ࣛྵ᭷㔞ࡢ㐪࠸ࡼࡿ CAD/CAM ෙ⏝ࣁࣈࣜ
ࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡢᛶ㉁㸬᪥ṑ⌮ᕤㄅ 2020㸹39㸦1㸧㸸77-86㸬
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P-11
CAD/CAM 用コンポジットレジンブロックの破壊靱性値
○高橋英和1，岩崎直彦1，𡈽田優美1，鈴木哲也2，箸野江璃菜3，中村穂乃香3
1
東京医科歯科大学大学院 口腔機材開発工学分野, 2同 口腔機能再建工学分野
3
東京医科歯科大学 歯学部 口腔保健学科 口腔保健工学専攻
Fracture toughness of composite resin blocks for CAD/CAM
Takahashi H1, Iwasaki N1, Tsuchida Y1, Suzuki T2, Hashino E3, Nakamura H3
1
Oral Biomaterials Engineering, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
2
Oral Prosthetic Engineering, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
3
School of Oral Health Engineering, Tokyo Medical and Dental University
Ⅰ．緒言
平成 26 年度の診療報酬改定で CAD/CAM レジン冠が保険適用されて以来，各社より様々な製品が
市販されている．しかしながら，その物性はかならずしも十分に明らかとはいえない．著者らは
CAD/CAM 用コンポジットレジンブロックの各種性質について評価しているが，今回は亀裂進展に
対する抵抗の指標である，破壊靱性値について測定，評価したので，結果について報告する．
Ⅱ．方法
CAD/CAM 用コンポジットレジンブロックは小臼歯用 5 製品と大臼歯用 4 製品を検討した．
破壊靭性の測定には予亀裂導入破壊試験法（SENB 法：Single-Edge Notched Beam fracture
toughness test）を用いた．各コンポジットレジンブロックよりにて，低速切断機と回転研磨機
にて 3.0×4.0×14 mm の板状試験片を製作した．この試験片の中央部にダイヤモンドディスクに
て深さ 0.5 mm のくぼみをつけ，さらに自作亀裂作製装置に装着した片刃カミソリとダイヤモンド
懸濁研磨材を用いて 0.3 mm の予亀裂を付与した．製作した試験片は乾燥デシケーター内で 1 週間
以上保管してから試験に用いた．万能試験機を用いてクロスヘッドスピード 0.25 mm/min，支点
間距離 12 mm で 3 点曲げ試験を行い，ISO 6872:2015 に従って破壊靭性値を算出した．
得られた破壊靭性値は Tukey の多重比較にて有意差を検討した（p＜0.05）.
Ⅲ．結果と考察
従来型の製品の破壊靭性値は 0.9～1.5 MPa·m1/2 であったのに対し，大臼歯用製品の破壊靭性値
は 2.2～2.7 MPa·m1/2 と有意に大きな値であった（図）．これらの製品群間には統計的な有意差が
認められた．大臼歯用製品は従来型と比較して，曲げ強さや吸水性等の物性が向上しており，こ
のことが破壊靭性の向上にも寄与していると考えられた．

図

CAD/CAM 冠用レジンの破壊靭性値

肩文字が同じ値は統計的有意差がな
いものである
従来製品

臼歯部用
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P-12
᪂つ⮻ṑ CAD/CAM ෙ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣈࣟࢵࢡࡢ⪏ᦶ⪖ᛶホ౯
ۑᐃ㔠♸ྖ㸪ᑎ๓ྖ㸪ྜྷᮏ㱟୍
ओᯇ㢼 ◊✲㛤Ⓨ㒊
Evaluation of wear resistance of novel hybrid block for molar CAD/CAM crown
Sadakane Y㸪Teramae M㸪Yoshimoto R
Research and Development Dept., Shofu Inc.
Ϩ㸬⥴ゝ
2014 ᖺ 4 ᭶ࡢᑠ⮻ṑ CAD/CAM ෙࡢಖ㝤㐺⏝⥆ࡁ㸪2017 ᖺ 12 ᭶ࡣ⮻ṑ CAD/CAM ෙࡀ
ಖ㝤㐺⏝ࡉࢀࡓࡇࡼࡾ㸪ࡲࡍࡲࡍ CAD/CAM ෙࡢ㟂せࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿ㸬⮻ṑ CAD/CAM ෙ
ࡣᙉ࠸ညྜຊࡀ㈇Ⲵࡉࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⤒ⓗ࡞ᄮࡸࣈࣛࢵࢩࣥࢢࡼࡿᦶ⪖ࡀ⏕ࡌࡿࡇ࡛
ညྜ㧗ᚄࡢኚࡀᠱᛕࡉࢀࡿࡓࡵ㸪㧗࠸⪏ᦶ⪖ᛶࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ᮏ◊✲ࡣ㸪2019 ᖺ 6 ᭶Ⓨࡉࢀࡓ⮻ṑ CAD/CAM ෙ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣈࣟࢵࢡࠕᯇ㢼ࣈࣟࢵ
ࢡ HC ࢫ࣮ࣃ࣮ࣁ࣮ࢻ㸦SHD㸧ࠖࢆྵࡴ㸪ᕷ㈍ࡢ⮻ṑ CAD/CAM ෙ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣈࣟࢵࢡࢆ
⏝࠸࡚ṑࣈࣛࢩᦶ⪖ヨ㦂ࢆᐇࡋ㸪ࡑࡢ⪏ᦶ⪖ᛶࢆホ౯ࡋࡓ.
ϩ㸬᪉ἲ
⮻ṑCAD/CAMෙ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣈࣟࢵࢡ࡛࠶ࡿSHD࠾ࡼࡧ〇ရA㸪B㸪C㸪D㸪E㸪Fࢆヨ㦂
⏝࠸ࡓ㸬ࣈࣟࢵࢡࡽヨ㦂∦㸦ᖜ14 mm㸪㛗ࡉ18 mm㸪ཌࡉ2.6 mm㸧ࢆษࡾฟࡋ㸪#2000ࡢ⪏Ỉ◊
☻⣬ࣂࣇࢆ⏝࠸࡚㸪ཌࡉ2.5 mm࡞ࡿࡼ࠺㙾㠃◊☻ࡋ㸪ヨ㦂∦ࡋࡓ㸬ヨ㦂∦ࢆṑࣈࣛࢩᦶ
⪖ヨ㦂ᶵ㸦4㐃ᦶ⪖ヨ㦂ᶵK748-02㸪ᮾிᢏ◊㸧ࢭࢵࢺࡋ㸪ṑࣈࣛࢩ㸦࣌ࣜ࢜ჟ㸪ࢧࣥࢫࢱ࣮㸧
135gࡢⲴ㔜ࢆ㈇Ⲵࡋࡓ≧ែ࡛㸪ṑ☻㸦࣍࣡ࢺ㸤࣍࣡ࢺ㸪ࣛ࢜ࣥ㸧ࢆྛヨ㦂∦1gሬᕸ
ࡋ㸪30,000ᅇ㸦ࢫࢺ࣮ࣟࢡ20 mm㸧ࡢṑࣈࣛࢩᦶ⪖ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓ㸬࡞࠾㸪5,000ᅇẖṑ☻1gࢆ
㏣ຍࡋࡓ㸬ᦶ⪖ヨ㦂ᚋࡢヨ㦂∦ࡢᦶ⪖῝ࡉࢆ㸪⾲㠃⢒ࡉ ᐃᶵ㸦Surfcom1500㸪ᮾி⢭ᐦ㸧ࢆ⏝࠸
࡚

ᐃࡋࡓ㸬ྛ〇ရࡘ࠸࡚ヨ㦂∦4ಶࢆ⏝࠸ࡓ㸬

Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ṑࣈࣛࢩᦶ⪖ヨ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᅗ♧ࡍ㸬SHD ࡣ㸪ṑࣈࣛࢩᦶ⪖ヨ㦂 30,000 ᅇᚋ࠾࠸࡚㸪ᅇホ
౯ࡋࡓ⮻ṑ CAD/CAM ෙ⏝ࣁࣈࣜ
ࢵࢻࣈࣟࢵࢡࡢ୰࡛᭱ࡶᑠࡉ࡞ṑࣈࣛ

㹼10 ȝm ⛬ᗘࢆྵ᭷ࡍࡿ〇ရࡣṑࣈ
ࣛࢩᦶ⪖῝ࡉࡢ್ࡀᑠࡉ࠸ഴྥࢆ♧
ࡋ㸪ࢧࣈ࣑ࢡࣟࣥࣇ࣮ࣛࡢࡳࢆྵ᭷
ࡍࡿ〇ရࡣṑࣈࣛࢩᦶ⪖῝ࡉࡀࡁ
࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ࣇ࣮ࣛࣂ

80
ṑ䝤䝷䝅ᦶ⪖῝䛥䠄ʅŵ䠅

ࣇ࣮ࣛࡢ⢏Ꮚᚄ╔┠ࡍࡿ㸪3

b

b

90

ࢩᦶ⪖῝ࡉࢆ♧ࡋࡓ㸬

b
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a

50
40
30

b
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0

ࣥࢲ࣮ࣞࢪࣥࡢᶵᲔⓗᔐྜຊࡢᕪ

SHD

〇ရA 〇ရB

〇ရC 〇ရD

〇ရE

〇ရF

㉳ᅉࡍࡿ᥎ᐹࡉࢀࡓ㸬
௨ୖࡢ⤖ᯝࡽ㸪 SHD ࡣ㸪㧗࠸⪏
ᦶ⪖ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ⮻ṑࡢ㐺⏝

ᅗ

ͤྠ୍ᩥᏐ㛫᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㸦p<0.01㸧

᭷⏝࡛࠶ࡿࡇࡀᮇᚅࡉࢀࡿ㸬
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P-13
CAD/CAM ⏝ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡢ྾Ỉ࣭⁐ゎ㔞

ࠐᒾᓮ┤ᙪ1㸪㲍⏣ඃ⨾1㸪ࢳࣕࣔࣥࢧࣉ ࣃࢳࣕࣛࢼ࣒1,2㸪ሷἑ┿✑3㸪㧗ᶫⱥ1
1
ᮾி་⛉ṑ⛉ᏛᏛ㝔ཱྀ⭍ᶵᮦ㛤ⓎᕤᏛศ㔝㸪2ᮾி་⛉ṑ⛉ᏛᏛ㝔ඛ➃ᮦᩱホ౯Ꮫศ㔝㸪
3
ᮾி་⛉ṑ⛉ᏛᏛ㝔ཱྀ⭍ᶵ⬟ᘓᕤᏛศ㔝
Water sorption and solubility of composite resin blocks for CAD / CAM
Iwasaki N1 ,Tsuchida Y1, Chaiamornsup P1,2, Shiozawa M3㸪Takahashi H1
1
Oral Biomaterials Engineering, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
2
Advanced Biomaterials, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
3
Oral Prosthetic Engineering, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
Ϩ㸬⥴ゝ

CAD/CAM ෙࡀಖ㝤㐺⏝࡞ࡾ㸪ᖹᡂ 29 ᖺ 12 ᭶ࡽࡣ➨ 1 ⮻ṑࡶ㐺⏝ྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬ᡃࠎࡣ㸪
ᕷ㈍ CAD/CAM ࣈࣟࢵࢡ〇ရࡢᶵᲔⓗᛶ㉁ࡘ࠸᳨࡚ウࡋ㸪⮻ṑ⏝〇ရࡣ㸪ᚑ᮶〇ရẚỈ୰ᾐ
ₕ࠾ࡼࡧ⇕ࢧࢡࣝᚋࡢ᭤ࡆ≉ᛶࡢῶᑡࡀᑡ࡞࠸ࡇࢆሗ࿌ࡋࡓ 1㸧㸬ࡑࡢཎᅉࡋ࡚ࡣ⪏Ỉᛶඃࢀ
ࡿࣇ࣮ࣛࡢ⏝ࡸࢩࣛࣥ࢝ࢵࣉࣜࣥࢢᮦࡀ᭷ຠస⏝ࡋ㸪྾Ỉ㔞ࡀῶᑡࡋࡓࡇࡼࡾຎࡀᢚ࠼
ࡽࢀࡓྍ⬟ᛶࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᅇࡣྛࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࣞࢪࣥ〇ရࡢ྾Ỉ࠾ࡼࡧ⁐ゎ㔞ࢆㄪࡓ㸬
ჟ㸬᪉ἲ
ᅇ᳨ウࡋࡓ〇ရࡣ㸪ᚑ᮶ᆺ4〇ရ㸪⮻ṑ⏝㸳〇ရࡢྜィ9〇ရࡋࡓ㸬 ヨ㦂∦ࡢ྾Ỉ㔞⁐ゎ㔞
ࡣ㸪JDMAS

245:2019ᚑ࠸㸪┤ᚄ13.5 mm㸪ཌࡉ1.0 mmࡢヨ㦂∦ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࢹࢪࢱࣝ⢭ᐦኳ⛗

㸦AUW120D㸪ᓥὠ㸪ி㒔㸧࡚㸪⇱≧ែ㸪ႏࡢ␃Ỉ୰㸯㐌㛫ᾐₕᚋ㸪ࡑࡢᚋ㸪ࡧ⇱ࡉ
ࡏࡓヨ㦂∦ࡢ㔜㔞ࢆ ᐃࡋࡓ㸬ྛヨ㦂∦ࡢయ✚ࡇࢀࡽࡢ್ࡼࡾ㸪྾Ỉ㔞࠾ࡼࡧ⁐ゎ㔞ࢆィ⟬ࡋࡓ㸬
რ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
྾Ỉ㔞ࡣ㸪ᅗ♧ࡍࡼ࠺⮻ṑ⏝〇ရࡢ᪉ࡀᚑ᮶ᆺ〇ရẚ㍑ࡋ࡚ᑠࡉࡗࡓ㸬⮻ṑ⏝ࡢ ESP
ࡣ㸪྾Ỉ㔞ࡀ᭱ࡶᑠࡉࡃ㸪Ỉ୰ᾐₕ࡛ࡢపୗࡀ᭱ࡶᑡ࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡋ㸪⁐ゎ㔞࠾࠸࡚ HSH ࡣᚑ
᮶ᆺྠ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓ㸬⮻ṑ⏝〇ရࡢ྾Ỉ㔞࠾ࡼࡧ⁐ゎ㔞ࡀᚑ᮶ᆺ〇ရࡼࡾᑠࡉ࡞⌮⏤ࡋ࡚ࡣ㸪
↓ᶵࣇ࣮ࣛྵ᭷㔞ࡀከ࠸ࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࡀ㸪๓ሗࡢ⤖ᯝ 1㸧ࡼࡾ⮻ṑ⏝ࡢ࠺ࡀᚑ᮶ᆺࡼࡾከ࠸
ࡶࡢࡢ㸪ࡑࡢᕪࡣ࠶ࡲࡾ࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡋ㸪ࣇ࣮ࣛᵓᡂ࠾࠸࡚ࡣ㸪⮻ṑ⏝ࡢ࠸ࡃࡘࡢ〇ရ࡛
ࡣᚑ᮶ᆺ␗࡞ࡾࡁ࡞ࣇ࣮ࣛࢆྵ᭷ࡍࡿ࡞ࣁࣈࣜࢵࢺࡋࡓࡶࡢࡀከࡗࡓࡓࡵ㸪ࡇࢀࡀ྾
Ỉ㔞㸪⁐ゎ㔞ᙳ㡪ࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࢩࣛࣥ࢝ࢵࣉࣜࣥࢢฎ⌮ࡀᨵⰋࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡶ⪃࠼
ࡽࢀࡓ㸬HSH ࠾࠸࡚⁐ゎ㔞ࡣᚑ᮶ᆺྠ⛬ᗘࡔࡗࡓ⌮⏤ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࣐ࢺࣜࢵࢡࢫࣞࢪࣥ⮬యࡢ྾
Ỉ㔞㸪⁐ゎ㔞ࡢ≉ᛶࢆࡉࡽ☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬
ს㸬ᩥ⊩
1㸧ᒾᓮ┤ᙪ, 㲍⏣ඃ⨾, ሷἑ┿✑䠈㸬᭱㏆ࡢ⮻ṑ⏝ CAD/CAM ⏝ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࣞࢪࣥࡢᶵᲔⓗ
ᛶ㉁㸬᪥ṑ⌮ᕤㄅ 2019㸹38(≉ 74): 59.

ᚑ᮶ᆺ

⮻ṑ⏝

ᅗ CAD/CAM ࣈࣟࢵࢡࡢ྾Ỉ㔞⁐ゎ㔞
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๓ṑ㒊࠾ࡅࡿ CAD/CAM ⏝ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࣈࣟࢵࢡࡢⰍㄪホ౯
⁁ۑῲ┿࿃1, 2㸪ᒣῧṇ⛱1
YAMAKINᰴᘧ♫㸪2㧗▱ᕤ⛉Ꮫ
Evaluation of color tone of CAD/CAM gradation block in the anterior teeth
Mizobuchi S1, 2㸪Yamazoe M1
1
YAMAKIN CO., LTD.㸪2Kochi Univ. of Technology
1

Ϩ㸬⥴ゝ
2014 ᖺ CAD/CAM ෙࡀᑠ⮻ṑ࠾࠸࡚ಖ㝤㐺⏝࡞ࡾ㸪ࡉࡽ㸪2017 ᖺࡣ᮲௳ࡁ࡛ୗ㢡
➨୍⮻ṑࡶ㐺⏝ࡀᣑࡉࢀᛴ㏿ᬑཬࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ࡉࡽ㸪ࡢ㒊ࡢ㐺⏝ᣑࡀᮃࡲ
ࢀ࡚࠸ࡿ㸬๓ṑ㒊ࡣ⮻ṑ㒊ࡼࡾࡶⰍㄪࡢせồࡀ㧗ࡲࡿࡶࡢࡢ㸪⌧≧ࡢ CAD/CAM ෙࢆ⏝࠸ࡓಖ
㝤⒪࡛ࡣ㸪ࣞࣖࣜࣥࢢࡸࢫࢸࣥᮦ࡞ࢆ⏝࠸ࡓ࢟ࣕࣛࢡࢱࣛࢬࡸ⠏┒ࡀㄆࡵࡽࢀ࡚࠸࡞
࠸㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪༢Ⰽࡢࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡ࡛ࡣ๓ṑ㒊࡛せồࡉࢀࡿⰍㄪࡢ⌧ࡣ㞴ࡋ࠸ࡶࡢ⪃࠼ࡽ
ࢀࡿ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢧ࣮ࣅ࢝ࣝ㸪ࢹࣥࢸࣥ㸪࢚ࢼ࣓ࣝࡢⰍㄪᑐᛂࡋࡓࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥᵓ㐀ࢆ᭷ࡍ
ࡿ KZR-CAD HR ࣈࣟࢵࢡ 2, A3-GR(YAMAKIN, ௨ୗ GR ࣈࣟࢵࢡ)࡛స〇ࡋࡓ๓ṑ㒊ࢡࣛ࢘ࣥ
ࢩ࢙࣮ࢻ࢞ࢻࡢⰍㄪࡘ࠸࡚ศග Ⰽィ(PR-650㸪PHOTO RESEARCH)ࢆ⏝࠸࡚ẚ㍑ࡋ㸪๓ṑ㒊
࠾ࡅࡿࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥᵓ㐀ࢆࡶࡘࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡢ᭷⏝ᛶࡘ࠸࡚ホ౯ࡋࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ṑ⛉ษ๐ຍᕤᶵDWX-50(࣮ࣟࣛࣥࢻࢹ࣮ࢪ࣮)ࢆ⏝࠸࡚㸪GRࣈࣟࢵࢡࢆ๓ṑ༢ෙᙧ≧ຍᕤ
ࡋ㸪C&Bࢲࣖࣔࣥࢻ◊☻ᮦ(YAMAKIN)࡛⾲㠃ࡢ◊☻ࢆ⾜ࡗࡓ㸬༢ⰍࡢࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡKZR-CAD
HR ࣈࣟࢵࢡ2, A3(YAMAKIN, ௨ୗ༢Ⰽࣈࣟࢵࢡ)ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝస〇ࡋࡓ㸬ࡉࡽ㸪ṑෙ⏝◳
㉁ࣞࢪࣥࣝࢼ࢘ࣥࢢ(YAMAKIN)ࡢ࣮࢜࣌ࢡ㸪ࢹࣥࢸࣥ㸪࢚ࢼ࣓ࣝࢆ࣓ࢱࣝࣇ࣮࣒ࣞୖ⠏┒
ࡋ࡚స〇ࡋࡓ◳㉁ࣞࢪࣥ๓ෙࡘ࠸࡚ࡶస〇ࡋࡓ㸬ࢩ࢙࣮ࢻ࢞ࢻࡶྛヨᩱࢆศග Ⰽ
ィ࡛ග※㸸D55㸪 ᐃᚄ㸸┤ᚄ1 mmࡢ᮲௳࡚㸪ⓑⰍ࠾ࡼࡧ㯮Ⰽ⫼ᬒ࡛ṑ㢕ഃࡽษ⦕ഃࡅ
࡚➼㛫㝸࡞ࡿࡼ࠺ᐃࡵࡓ4Ⅼ(ᅗෆࡢ㯮Ⅼ(ࡓࡋⰍ ࢆ))ە㸬⾲Ⰽ⣔ࡣL*a*b*⣔ࢆ⏝࠸㸪᫂ᗘ(L*)㸪
Ⰽᗘ(a*㸪b*)ࢆồࡵࡓ㸬

b* (㯤᪉ྥ)

Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
30
ᅗ ⰍࡋࡓⰍᗘࢆ♧ࡍ㸬ṑ㢕ഃษ⦕ഃ
VITAࢩ࢙࣮ࢻ࢞ࢻA3
ṑ㢕ഃ
ǻa*
༢Ⰽࣈࣟࢵࢡ
ࡢ୧➃ࡢ ᐃ⟠ᡤࡢⰍᗘࡢᕪ(Ǽa*㸪Ǽb*)ࡣ㸪
25
GRࣈࣟࢵࢡ
ࢩ࢙࣮ࢻ࢞ࢻࡀǼa*=2.0㸪Ǽb*=9.2 ࡛࠶ࡿ
◳㉁ࣞࢪࣥ๓ෙ
ǻb*
ࡢᑐࡋ㸪༢ⰍࣈࣟࢵࢡࡣǼa*=1.2㸪Ǽb*=3.2
20
ษ⦕ഃ
࡛࠶ࡾ㸪୧➃ࡢⰍᗘࡢᕪࡀᑠࡉࡗࡓ㸬GR ࣈ
15
ࣟࢵࢡࡣǼa*=2.0㸪Ǽb*=9.9㸪◳㉁ࣞࢪࣥ๓
ṑ㢕ഃ
ษ⦕ഃ
ෙࡣǼa*=2.8㸪Ǽb*=11.1 ࡛࠶ࡗࡓ㸬GR ࣈ
10
0
2
4
6
8
10
ࣟࢵࢡ࠾ࡼࡧ◳㉁ࣞࢪࣥ๓ෙࡣࢩ࢙࣮ࢻ
a* (㉥᪉ྥ)
࢞ࢻ㏆࠸Ⰽᗘ(a*㸪b*)ࡢᕪ࡛࠶ࡗࡓ㸬
ࡲࡓ㸪᫂ᗘࡢṑ㢕㒊ษ⦕㒊ഃࡢ୧➃ࡢᕪ(Ǽ
ᅗ ๓ṑᙧ≧ࡢྛᮦᩱࡢⰍᗘ(a*㸪b*)
L*)ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࢩ࢙࣮ࢻ࢞ࢻࡀǼL*=1.5㸪༢
ⰍࣈࣟࢵࢡࡀǼL*=6.5㸪GR ࣈࣟࢵࢡࡀǼL*=3.0㸪◳㉁ࣞࢪࣥ๓ෙࡀǼL*=4.0 ࡛࠶ࡾ㸪GR ࣈࣟ
ࢵࢡࡣ᫂ᗘࡢᕪࡀࢩ࢙࣮ࢻ࢞ࢻ᭱ࡶ㏆ࡗࡓ㸬
GR ࣈࣟࢵࢡࡣ࢟ࣕࣛࢡࢱࣛࢬࡸ㏣ຍ⠏┒ࢆࡋ࡞࠸ሙྜ࠾࠸࡚ࡶṑ㢕㒊ഃࡽษ⦕㒊ഃ
ࡅ࡚ࡢⰍᗘ࠾ࡼࡧ᫂ᗘࡢᕪࡀࢩ࢙࣮ࢻ࢞ࢻ㏆ࡗࡓ㸬ࡼࡗ࡚㸪๓ṑ㒊ࡢ㐺⏝㛵ࡋ࡚㸪
GR ࣈࣟࢵࢡࡢⰍㄪࡣ༢Ⰽࣈࣟࢵࢡࡼࡾࡶ᭷⏝࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
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P-15
⮻ṑ CAD/CAM ࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࢡࣛ࢘ࣥࡢ㛗ᮇⓗ⮫ᗋホ౯
୍⏣ۑὒ1, ⯙⏣ኵ2㸪⏣ᮧ ㄔ2㸪⚄ᡂඞᫎ2
1
ᾏ㐨་⒪ᏛṑᏛ㒊ཱྀ⭍ᶵ⬟ಟ࣭ᘓᏛ⣔ࢹࢪࢱࣝṑ⛉་Ꮫศ㔝, 2㧗ᗘඛ㐍⿵⥛Ꮫศ㔝
Long-term clinical evaluation of molar CAD/CAM hybrid resin crown
Hikita K1㸪Maida T2㸪Tamura M2㸪Kannari Y2
1
Division of Digital Dentistry, Department of Oral Rehabilitation, School of Dentistry, Health Sciences
University of Hokkaido
2
Division of Advanced Prosthodontics
Ϩ㸬⥴ゝ
ࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࢆᮦᩱ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒࡛〇సࡋࡓࢡࣛ࢘ࣥࡣ㸪2014 ᖺࡽಖ
㝤⒪ࡢ CAD/CAM ෙࡋ࡚㸪ᑠ⮻ṑ㒊㝈ᐃࡋ࡚ᢎㄆࡉࢀࡓ㸬ࡉࡽ 2017 ᖺࡽ⮻ṑ㒊ࡢ᮲
௳ࡁࡢ㐺⏝ᣑࡀ⾜ࢃࢀࡓࡀ㸪ᨭྎṑࡢ㍈㠃ࡢ㧗ࡉ㸪ညྜ㠃ࡸ⾲㠃✚ࡢࡁࡉ࡞ࡢᙧែⓗ࡞
┦㐪ࡸᑠ⮻ṑࡼࡾࡶ⮻ṑࡣࡁ࡞ညྜຊࡀຍࢃࡿࡇ࡞ࡢ㐪࠸ࡽ㸪ཱྀ⭍ෆ࡛ࡢ㛗ᮇ⪏ஂᛶ
㛵ࡍࡿ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ 1)㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࠾࠸࡚ࡣ⮻ṑ⏝㛤Ⓨࡉࢀࡓࣁࣈࣜࢵࢻࣞ
ࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡢ⮫ᗋⓗ࡞᭷ຠᛶࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵ㸪ᝈ⪅ࡢ⮻ṑ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒࡛〇సࡋࡓࣁ
ࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࢡࣛ࢘ࣥࢆ╔ࡋ㸪㛗ᮇⓗ⮫ᗋホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᅇࡢ⮫ᗋ◊✲࡛ࡣ๓ཱྀ⭍ෆデᰝࢆ⾜࠸㸪ձညྜࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸪ղ᫂ࡽ࡞ࣈࣛ࢟ࢩࢬ࣒
ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㸪ճᑐྜṑࡢ༑ศ࡞ࢫ࣮࣌ࢫࡀ࠶ࡿ㸪࠸࠺᮲௳ࢆ‶ࡓࡍᑐࡋ࡚⾜ࢃࢀ
ࡓ㸬ᑐ㇟࡞ࡗࡓࡢࡣ㸪ᾏ㐨་⒪Ꮫ㝔ṑ⛉እ᮶᮶㝔ࡋࡓᝈ⪅21ྡ㸦ࡍ࡚ዪᛶ㸪33ࠥ72
ṓ㸪ᖹᆒ49.3ṓ㸧ࡢ28ᮏ㸦ୗ㢡➨୍⮻ṑ13ᮏ㸪ୗ㢡➨⮻ṑ2ᮏ㸪ୖ㢡➨୍⮻ṑ11ᮏ㸪ୖ㢡
➨⮻ṑ2ᮏ㸧࡛࠶ࡾ㸪ࡍ࡚ኻάṑ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡣ㸪ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
300㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸪Lࢧࢬ㸪ࢩ࢙࣮ࢻA3㸧ࢆ⏝࠸㸪Aadva CAD/CAM system㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ࡼࡾࢡࣛ
࢘ࣥࢆタィຍᕤࡋࡓ㸬ࢡࣛ࢘ࣥࡢᨭྎṑᙧᡂࡣ㸦බ♫㸧᪥ᮏ⿵⥛ṑ⛉Ꮫࡢಖ㝤デ⒪࠾ࡅࡿ
CAD/CAM ෙࡢデ⒪ᣦ㔪ᚑࡗࡓ㸬╔ࡣ㸪ṑෙಟ≀᥋╔⏝ࣉ࣐࣮ࣛ㸦G࣐ࣝࢳࣉ࣐࣮ࣛ㸪
ࢪ࣮ࢩ࣮㸧㸪ᨭྎṑ⏝ࣉ࣐࣮ࣛ㸦ࢪ࣮ࢭ࣒ONE᥋╔ᙉࣉ࣐࣮ࣛ㸪ࢪ࣮ࢩ࣮㸧㸪᥋╔ᛶࣞࢪࣥ
ࢭ࣓ࣥࢺ㸦ࢪ࣮ࢭ࣒ONE㸪ࢪ࣮ࢩ࣮㸧࡛ᵓᡂࡉࢀࡿ᥋╔ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡋ㸪࣐ࢽࣗࣝࡋࡓࡀࡗ
࡚᥋╔᧯సࢆ⾜ࡗࡓ㸬╔ࡋࡓࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࢡࣛ࢘ࣥࡣ㸪╔ᚋ1ࣨ᭶㸪3ࣨ᭶㸪௨ᚋ3ࠥ6
ࣨ᭶ࡈ᮶㝔ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࡋࡓࡀࡗ࡚ணᚋᑂᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬タᐃࡋࡓணᚋデᰝࡢ㡯┠ࡣ㸪
ࢡࣛ࢘ࣥࡢࢡࣛࢵࢡ㸪◚ᢡ㸪⬺㞳㸪ညྜ᥋ゐ≧ែ㸪⑊③㸪2ḟ࢚࢝ࣜࢫ㸪ည⪖㸪㠃ᛶ≧㸪ኚⰍ࣭╔
Ⰽ㸪ࣉ࣮ࣛࢡࡢ╔㸪㎶⦕ṑ⫗ࡢ≧ែ㸪ᑐྜṑညྜ㠃ࡢ≧ែ㸪㞄᥋㠃ࡢ᥋ゐ≧ែࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ᅇࡢ◊✲࡛ࡣ㸪╔ᚋ 12 ࣧ᭶ࡽ 33 ࣧ᭶㸪ᖹᆒ 25.0 ࣧ᭶ᚋ࠾ࡅࡿ⮫ᗋホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡍ
࡚ࡢ࠾࠸࡚㸪ࢡࣛ࢘ࣥࡢ◚ᢡ㸪⬺㞳㸪ࢡࣛࢵࢡࡣㄆࡵࡽࢀࡎ㸪ࡢࡍ࡚ࡢデᰝ㡯┠
࠾࠸࡚ࡶ╔ࡽኚࡣㄆࡵࡽࢀࡎ㸪㡰ㄪ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ㸬௨ୖࡢࡇࡽ㸪ᅇ⏝࠸ࡓ⮻
ṑ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡣ༑ศ࡞ᙉᗘࢆಖ᭷ࡋ㸪ཱྀ⭍ෆ࡛ࡢ㛗ᮇ⪏ஂᛶඃࢀ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡓࡔࡋ㸪ᮏ◊✲࠾࠸࡚ࡣ㝈ࡽࢀࡓࡢ୰࡛ホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪ᚋࡣ᭱ᚋ᪉
⮻ṑࢆྵࡵࡓᵝࠎ࡞᮲௳࠾ࡅࡿᩘࢆቑࡸࡋ㸪ࡉࡽ㛗ᮇⓗ࡞ணᚋㄪᰝࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
࡞࠾㸪ᮏ◊✲ࡣᾏ㐨་⒪Ꮫಶయᕪ་⒪⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮⌮ጤဨ࠾࠸࡚ᢎㄆࢆᚓ࡚⾜ࢃࢀࡓ㸬
㸦➨ 2017-013 ྕ㸧
ϫ㸬ᩥ⊩
1) ⏣୍ὒ㸪⯙⏣ኵ㸪⚄ᡂඞᫎ㸬᪂つࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࢆ⏝ࡋࡓ⮻
ṑ㒊ࢡࣛ࢘ࣥࡢ⮫ᗋホ౯㸪᪥ᮏࢹࢪࢱࣝṑ⛉Ꮫㄅ 2018㸹8㸸120-124㸬
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P-16
小臼歯および大臼歯 CAD/CAM 冠の臨床経過に関する調査
○福徳暁宏，田邉憲昌，塚谷顕介，深澤翔太，佐藤宏明，野村太郎，小林琢也，近藤尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座
The clinical investigation of CAD/CAM crown on premolars and molars
Fukutoku A, Tanabe N, Tsukatani K, Fukazawa S, Sato H, Nomura T, Kobayashi T, Kondo H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School of Dentistry, Iwate Medical University
Ⅰ．緒言
CAD/CAM 冠は 2014 年 4 月に小臼歯に限定した保険適応となって以来，患者の審美的要求に応え
る補綴装置として普及している．その後，2017 年 12 月からは一定の条件を満たせば，下顎第一大
臼歯においても適用可能となった．また，金属アレルギーを有する患者にはすべての大臼歯にお
いても適用可能である．これまで，小臼歯 CAD/CAM 冠の臨床経過に関する報告はあるが１,2)，大臼
歯 CAD/CAM 冠に関する報告はみられない．そこで本調査では，本学における小臼歯および大臼歯
CAD/CAM 冠の脱離や破折などを含めた臨床経過を調査した．
Ⅱ．方法
調査対象者は，2016年4月から2019年12月までの期間に岩手医科大学附属病院ならびに内丸メデ
ィカルセンターを受診し，保険適応のCAD/CAM冠を装着した患者とした．すべてのCAD/CAM冠は同
歯科技工部で製作され，対象部位は上下顎第一小臼歯から第二大臼歯までとした．歯科診療録を
使用して，患者の年齢，性別，装着部位，ブロックの種類，金属アレルギーの有無を調査し，その
後の脱離，破折，除去などの臨床経過についても調査した．これらの結果から脱離率と破折率を
算出し，部位別およびブロック別の脱離率や破折率についても算出した．なお，本研究は本学歯
学部倫理委員会の承認の下，調査を行った(倫理委員会番号12000018 承認番号01265)．
Ⅲ．結果と考察
対象期間中に計 331 名の患者に 467 歯に対して CAD/CAM 冠が装着された．装着部位は小臼歯が
389 歯(83.3%)，大臼歯が 78 歯(16.7%)だった．部位別には上顎第二小臼歯が 121 歯(25.9%)と最
も多く，次いで上顎第一小臼歯(117 歯,25.1%)，下顎第二小臼歯(86 歯，18.4%)の順となった．ブ
ロックの種類は，セラスマート 270（ジーシー），セラスマート 300（ジーシー），カボエナミッ
ク（KAVO）だった．
脱離本数は 17 本で，
脱離率は 3.6％だった．
小臼歯の脱離率は 2.3%で，大臼歯の脱離率は 10.3％
だった．部位別には上顎第二大臼歯が 33.3%と最も大きく，次いで下顎第一大臼歯(30.2%)，下顎
第二大臼歯(12.5%)の順となった．ブロック別の脱落率はセラスマート 270 が 1.33％，セラスマ
ート 300 が 18.0％，カボエナミックが 1.9％となった．
また，冠の破折は 2 歯のみだったが，根管治療をするために 5 歯は除去され，歯根破折のため
2 歯は抜歯となった．
本研究において，CAD/CAM 冠の脱落率は 3.6％，小臼歯部における脱落率は 2.3％だった．過去
の報告と比較して非常に低い値であり，補綴装置として有効な治療方法であることが示唆された．
しかしながら，大臼歯 CAD/CAM 冠は小臼歯よりも脱落率が高いことが明らかとなった．大臼歯部
では咬合力が補綴装置にかかりやすいため，脱離を起こしやすい結果になったと推察される．し
たがって，大臼歯 CAD/CAM 冠では咬合調整や接着方法など，より一層の配慮が必要であることが
示唆された．
Ⅳ.文献
1) 末瀬一彦，橘高又八郎，辻功ほか．小臼歯 CAD/CAM 冠導入後 2 年後の臨床経過に関する調査研
究．日補綴会誌 2019；11：383-390．
2) 五十嵐一彰，盛植泰輔，酒井悠輔ほか．小臼歯 CAD/CAM 冠における 2 年間のレトロスペクティ
ブ研究．日補綴会誌 2019；11：45-55．
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P-17
CAD/CAM ࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡢཌࡉࡢ㐪࠸ࡼࡿࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺࡢึᮇ᥋╔ᛶࡢホ౯
ۑᮧୖ⩧ᝅ㸪᭷⏣᫂ྐ㸪⇃㇂▱ᘯ
ᰴᘧ♫ࢪ࣮ࢩ࣮
Evaluation of initial adhesion strength of resin cement by difference in thickness of CAD/CAM
resin block
Murakami S㸪Arita A㸪Kumagai T
GC Corporation
Ϩ㸬⥴ゝ
㏆ᖺ࡛ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝࡢⓎᒎకࡗ࡚㸪CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ᑐᛂࡋࡓᮦᩱࡢ㛤Ⓨࡀ㐍ࡳ㸪⡆౽
ಟ≀స〇ࡀྍ⬟࡞ࡾ㸪▷㛫࡛ࡢ⒪ࡢほⅬࡽࡶὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬≉ࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺࢆ
ග↷ᑕ࡛◳ࡉࡏࡿሙྜ㸪Ꮫ㔜ྜࡼࡾ◳ࡍࡿ㛫ࢆᚅࡘᚲせࡀ࡞ࡃ㸪ࡼࡾ▷㛫࡛ࡢデ⒪
ࡀྍ⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡋ㸪⿵⥛≀ࡢཌࡉࡀཌ࠸ሙྜ࡞ගࢆ㏱㐣ࡋࡃ࠸᮲௳࡛ࡣ㸪ᮏ᮶ࡢ
ග◳ᛶࢆⓎࡏࡎ㸪≉ึᮇ᥋╔ᛶᙳ㡪ࡍࡿᜍࢀࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᅇࡣ㸪CAD/CAM ࣞࢪ
ࣥࣈࣟࢵࢡࡢཌࡳࡢ㐪࠸ࡼࡿึᮇ᥋╔ᛶࡢᙳ㡪ࢆホ౯ࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
⮻ṑ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣈࣟࢵࢡࡋ࡚ࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ300ࠖ(ࢪ࣮ࢩ࣮)㸪ࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺࡋ࡚
ࠕࢪ࣮ࢭ࣒ONE EMࠖ(ࢪ࣮ࢩ࣮), ࢭ࣓ࣥࢺA(A♫)ཬࡧࢭ࣓ࣥࢺB(B♫)ࢆ⏝࠸,⿵⥛≀ࡢཌࡉࡀ␗࡞
ࡿ᮲௳ࢆᐃࡋ࡚㸪∵ṑ㇟∳㉁ᑐࡍࡿᘬᙇ᥋╔ヨ㦂ࢆᐇࡋࡓ.
ࡲࡎ, ࣈࣟࢵࢡࡣ1 mm, 2 mm, 3 mmࡢᯈ≧ษฟࡋ㸪⪏Ỉ◊☻⣬#600࡛◊☻ᚋ㸪᥋╔㠃ࡢࣝ
࣑ࢼࢧࣥࢻࣈࣛࢫࢺฎ⌮㸦0.15MPa㸧ࢆ⾜࠸㸪␃Ỉ࡚5ศ㛫ࡢ㉸㡢ἼὙίࢆ⾜ࡗࡓᚋ,⇱ࡋࡓ
᥋╔㠃ࢆG-࣐ࣝࢳࣉ࣐࣮ࣛ㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ࡲࡓࡣA♫ཬࡧB♫ࣈࣟࢵࢡ⏝ࣉ࣐࣮࡛ࣛฎ⌮ࡋࡓ㸬
∵ṑ㇟∳㉁ࢆ⪏Ỉ◊☻⣬ #600࡛◊☻ࡋ,᥋╔ᙉࣉ࣐࣮ࣛ㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧,A♫ཬࡧB♫ࡢᨭྎṑ⏝
ࣉ࣐࣮࡛ࣛฎ⌮ࢆ⾜࠸㸪ࢭ࣓ࣥࢺᒙࡢཌࡉࢆ100 µm,ȭ3 mmࢸࣇࣟࣥࢸ࣮ࣉ࡛つᐃࡋ,ࣈࣟࢵࢡ
∵ṑ㇟∳㉁ࢆྛࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ࡛᥋╔ࡉࡏ,10NࡢⲴ㔜ࢆ10⛊㛫ࡅ࡚ᅽ᥋ࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪⦎
㛤ጞࡽ1ศ⤒㐣ࣈࣟࢵࢡࡽ1cm㞳ࡋ㸪G-Light Primaϩ(ࢪ࣮ࢩ࣮)ࡢࣀ࣮࣐࣮ࣝࣔࢻ࡛ྛ♫
ᣦᐃࡢ㛫࡛ග↷ᑕࡋ࡚ࢭ࣓ࣥࢺࢆ◳ࡉࡏ㸪ࣈࣟࢵࢡࢫࢸࣥࣞࢫࣟࢵࢻࢆ▐㛫᥋╔࡛ᅛᐃ
ࡋ㸪ヨ㦂యࡋࡓ㸬࣮࢜ࢺࢢࣛࣇ࡚ᘬᙇ᥋╔ヨ㦂 (ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ1 mm/min)ࢆ⾜࠸[n=5],
ᚓࡽࢀࡓ⤖ᯝࡣ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ㸦Tukey test㸪p㸺0.05㸧࡚⤫ィฎ⌮ࢆᐇࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
⤖ᯝࢆᅗ♧ࡍ㸬ࢪ࣮ࢭ࣒ ONE EM ࠾
࠸࡚ࡣࣈࣟࢵࢡࡢཌࡉࡼࡽࡎ᭷ពᕪࡢ
࡞࠸᥋╔ᙉࡉࢆ♧ࡋࡓ㸬ࣈࣟࢵࢡࡢཌࡉ
ࡼࡾ㔜ྜࡢ㐍⾜ࡀ㜼ᐖࡉࢀ㸪ึᮇ᥋╔
ᛶࡢపୗࡀᠱᛕࡉࢀࡿࡀ㸪ࢪ࣮ࢭ࣒ ONE
EM ࡣᏛ㔜ྜᛶࡶ㧗ࡃ㸪᥋╔ᙉࣉࣛ
࣐࣮ࡢ᥋ゐ◳ࡼࡾ㸪᥋╔⏺㠃ࡽ
㔜ྜࡀ㐍⾜ࡍࡿࡇ࡛ࣈࣟࢵࢡࡢཌࡉ
ࡼࡽࡎᏳᐃࡋࡓ᥋╔ᙉࡉࢆ♧ࡋࡓ⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬
௨ୖࡽ㸪ࢪ࣮ࢭ࣒ ONE EM ࡣ CAD/CAM
ࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡢග◳ࡼࡿ᥋╔ࢆ⾜
࠺࠾࠸࡚㸪⿵⥛≀ࡢཌࡉࡼࡽࡎ
Ᏻᐃࡋࡓึᮇ᥋╔ᛶࢆ♧ࡍࡇࡀᮇᚅࡉ
ࢀࡿ㸬

*

*

ᅗ ࣈࣟࢵࢡࡢཌࡉࡢ㐪࠸ࡼࡿᘬᙇ᥋╔ᙉࡉ
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P-18
デジタル模型及び石膏模型により製作したインプラント上部構造２連結冠の精度評
価
○横須賀正人1,3，岡村光信2，鱒見進一3
1
医)正翔会 横須賀歯科医院， 2医)光梅会 岡村歯科医院，３九州歯科大学顎口腔欠損再構築学
分野
Evaluation of accuracy of connected crowns for implant superstructure made from digital casts
and gypsum casts
Yokosuka M1,3, Okamura M2, Masumi S3
1
Yokosuka Dental Clinic, 2Okamura Dental Clinic, 3Division Occlusion and Maxillofacial
Reconstruction , Kyushu Dental University
Ⅰ．緒言
近年，歯科領域にデジタル技法が急速に普及してきた．補綴装置の作製においては，光学印象
および光学的咬合採得後，これらのデータをパソコンに入力し，専用ソフトウェア上でデジタル
咬合器にマウントしたデジタル模型を用いて作製することができるようになった．しかしながら，
臨床において，デジタル技法で作製した補綴装置の咬合調整量は，しばしば少なくないことを経
験する．そこで本研究では，デジタル技法によって作製した補綴装置の浮き上がり量を測定し，
従来法で作製した場合と比較検討した．
Ⅱ．方法
上下顎の顎態模型(E 50-500AU，E50-500AL，ニッシン)を通法により咬頭嵌合位で咬合器（デン
タルホビー，シオダ）にマウントし，これを模擬口腔とした．印象採得に先立ち，インプラント
フィクスチャー(セティオ PLus ストレート 3.8×10 mm，ジーシー)を下顎大臼歯欠損部に2本埋
入した．口腔内スキャナー(Aadva IOS 100HP,ジーシー)を用いて模擬口腔の下顎，および対合歯
として上顎の全顎光学印象をそれぞれ採得した．次に咬頭嵌合位で上下歯列を頬側方向から光学
印象採得し，光学的咬合採得とした．データをパソコンに入力し，デジタル作業模型を作製し，
デジタル咬合器にマウントした．ソフトウェアはDental System 2018-1 Premium (Build: 18.2.0)
（3Shape）を用いた．デジタル模型上で2本連結したインプラント上部構造体をデザインし，
CAD/CAM(GM–1000，ジーシー)法にて作製した．比較対象用の従来法として，下顎のシリコーンゴ
ム印象と上顎のアルジネート印象を通法通りそれぞれ採得した．超硬石膏を用いて作業模型を作
製し，石膏バイトを介在させてディナーマークⅡにマウントした．この作業模型を技工用スキャ
ナー(Aadva スキャン E3，3Shape)でスキャンし，同様にCAD/CAM 法で2本連結したインプラント
上部構造体を作製した．作製した補綴装置をそれぞれ模擬口腔の所定の位置に戻し，咬合器のイ
ンサイザルピンの浮き上がり量を測定し，比較した．統計処理は危険率を5%として独立したサン
プルのt検定を用い，n数は10とした．
Ⅲ．結果と考察
デジタル技法によって作製したインプラント上部構造体によるインサイザルピンの浮き上がり
量は 1.14±0.87 mm であった．この値は従来法で作製した場合の 0.07±0.10 mm より有意に大き
かった．これは色々な因子が複合した結果であると想像されるが，今後，この理由の詳細な解明
と浮き上がりの改善が望まれる．本研究の結果から，デジタル技法によって補綴装置を作製した
場合，従来法に比べて咬合調整量が格段に多くなることが予想される．セット時のチェアタイム
を短縮するためには，今のところ何らかの方法で実際の模型を作製後，実際の咬合器に装着し，
咬合器上で咬合調整をあらかじめ済ませておくことが勧められる．
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P-19
CAD/CAM ⏝ࣜࢳ࣒࢘ࢪࢩࣜࢣ࣮ࢺ࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࣈࣟࢵࢡࡢ㐺ྜᛶホ౯
ۑᑠᓥႹ㸪⇃㇂▱ᘯ
ᰴᘧ♫ࢪ࣮ࢩ࣮
Marginal fit of lithium disilicate glass ceramic blocks for CAD/CAM
Kojima K㸪Kumagai T
GC Corporation
Ϩ㸬⥴ゝ
㏆ᖺ㸪ᑂ⨾ᛶ࣭⏕యᏳᛶࡢほⅬࡽ࣮࢜ࣝࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫಟ≀ࡢ㟂せࡀᣑࡋ㸪୰࡛ࡶࣜࢳ
࣒࢘ࢪࢩࣜࢣ࣮ࢺ࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡣ㧗࠸ᑂ⨾ᛶᙉᗘࢆ୧❧ࡋࡓᮦᩱࡋ࡚ᗈࡃ⏝ࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸬ࡲࡓࢹࢪࢱࣝࢹࣥࢸࢫࢺ࣮ࣜࡢⓎᒎࡶ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒࡛⏝࠸ࡽࢀࡿᮦᩱࡢᬑཬ
ࡀ㐍ࡳ㸪▷㛫࡛⿵⥛⨨ࢆ〇స࡛ࡁࡿࡇࡽ One Visit Treatment ࡢᒎ㛤ࡶᮇᚅࡉࢀ࡚࠸
ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᕷሙ⫼ᬒࢆཷࡅ㸪ඃࢀࡓ⌮ᕤᏛⓗ≉ᛶࢆ᭷ࡋ㸪ࡘຍᕤᚋࡢ⇕ฎ⌮ࡀせ࡞᪂つ
CAD/CAM ⏝ࣜࢳ࣒࢘ࢪࢩࣜࢣ࣮ࢺ࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࣈࣟࢵࢡࢆ㛤Ⓨࡋࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪CAD/CAM ຍ
ᕤᶵ࡛స〇ࡋࡓ⿵⥛⨨ࡢ㐺ྜᛶࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵຍᕤᚋࡢ⿵⥛⨨ᨭྎṑ㛫ࡢ㛫㝽㔞ࡢ ᐃ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ヨ㦂ᮦᩱࡋ࡚᪂つCAD/CAM⏝ࣜࢳ࣒࢘ࢪࢩࣜࢣ࣮ࢺ࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࣈࣟࢵࢡ㸦௨ୗࠕLSࠖ㸧
㸪ẚ㍑ᑐ㇟ࡋ࡚⮫ᗋᐇ⦼ࡀ㇏ᐩ࡛࠶ࡿຍᕤᚋ⇕ฎ⌮ࡀᚲせ࡞CAD/CAM⏝࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࣈ
ࣟࢵࢡࠕ〇ရAࠖࢆ⏝ࡋࡓ㸬ୗ㢡ᕥഃ➨୍⮻ṑࡢᨭྎṑࢆAadvaࢫ࢟ࣕࣥ D2000㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧
ࢆ⏝࠸࡚ࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢ࣭タィࢆ⾜࠸㸪CEREC MC XL㸦ࢹࣥࢶࣉࣛࢩࣟࢼ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࣇ࣮ࣥࣔ
ࢻ࡚ࡑࢀࡒࢀࡢᮦᩱࢆຍᕤࡋࡓ㸬タィࡢࣃ࣓࣮ࣛࢱࡋ࡚࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡣ᭱ప1.0 mm௨ୖ࡞
ࡿࡼ࠺࡞ᙧែࢆࡋ㸪ࢭ࣓ࣥࢺࢫ࣮࣌ࢫࡣ80ȣmࡋࡓ㸬ຍᕤᚋࡢLSཬࡧຍᕤ࣭⇕ฎ⌮ᚋࡢ〇ရ
A࣡ࢭࣜࣥࢆሬᕸࡋ࡚ᨭྎṑᅛᐃࡋ㸪࣐ࢡࣟࣇ࢛࣮࢝ࢫX⥺CTࢩࢫࢸ࣒㸦inspeXio SMX-100CT,
SHIMADZU㸧ࢆ⏝࠸࡚⿵⥛⨨-ᨭྎṑ」ྜయࡢ᩿㠃⏬ീゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬ゎᯒࡼࡗ࡚ᚓࡽࢀࡓ࣐࣮
ࢪࣥ㒊ࡢ㛫㝽㔞ࢆྛഃ㠃5⟠ᡤࡎࡘ㸪ィ20⟠ᡤィ ࡋ࡚㸪⿵⥛⨨ࡢ㐺ྜᛶࢆホ౯ࡋࡓ㸦n=20㸧㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
⿵⥛⨨ྛഃ㠃ࡘ࠸࡚㸪᩿㠃⏬ീゎᯒࡼࡿ࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢ㛫㝽㔞ࢆィ ࡋࡓ⤖ᯝࢆᅗ♧ࡍ㸬
LS ࡢ࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢ㛫㝽㔞ࡣᖹᆒ 74 ੇ࡛࠶ࡾ㸪〇ရ A ࡢ࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢ㛫㝽㔞㸦ᖹᆒ 210 ੇ㸧ᑐ
ࡋ࡚᭷ពప࠸㸦t-test㸪p㸺0.01㸧ࡇࢆ♧ࡋࡓ㸬ຍᕤ LS ࡢ࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢ㛫㝽ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ
せᅉࡋ࡚㸪⤖ᬗᵓ㐀ࡢ㐪࠸ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬LS ࡣ〇ရ A ẚ㍑ࡋ࡚ᚤ⣽࡞⤖ᬗࡀ㧗ᐦᗘ⤡ࡳྜ
ࡗࡓᵓ㐀ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽ㸪ຍᕤ⏕ࡌ
ࡿࢳࢵࣆࣥࢢࡀᑡ࡞࠸㸬ࡑࡢࡓࡵຍᕤ⢭ᗘࡀྥ
ୖࡋ㸪⿵⥛⨨ࡢ㐺ྜᛶࡀྥୖࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀ
ࡿ㸬ࡲࡓ〇ရ A ࡣ⤖ᬗࡢ⇕ฎ⌮ࡢ⦰࣭ኚ
ᙧࡀᠱᛕࡉࢀࡿ㸬ࡇࢀᑐࡋ LS ࡣ⇕ฎ⌮ࡀせ
࡞ࡓࡵ㸪ࡼࡾタィࢹ࣮ࢱ㏆࠸ᙧ≧࡛⿵⥛⨨
ࡀᚓࡽࢀࡿࡇࡶ㐺ྜᛶᙳ㡪ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬
௨ୖࡢࡇࡼࡾ㸪⿵⥛⨨-ᨭྎṑ㛫ࡢ㛫㝽ࡀ
ᑠࡉࡃຍᕤ⢭ᗘඃࢀࡓ LS ࡣ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒
㐺ࡋࡓᮦᩱ࡛࠶ࡾ㸪ࡘຍᕤᚋࡢ⇕ฎ⌮ࡀ
せ࡞Ⅼࡶ⪃៖ࡍࡿ One Visit Treatment ᑐ
ᅗ ࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢ㛫㝽㔞
ᛂྍ⬟࡞ᮦᩱ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
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P-20
CAD/CAM ෙࡢ㐺ྜᛶࢆྥୖࡉࡏࡿ㏦ࡾ㏿ᗘࡢ᭱㐺
ۑ㔝㷂ᾈభ㸪㇂୰ ⯟㸪ᯇᮧⱸ⏤Ꮚ㸪㐍 ༓㸪ᯇᮧග᫂㸪୕ᾆᏹஅ
ᮾி་⛉ṑ⛉ᏛᏛ㝔་ṑᏛ⥲ྜ◊✲⛉ᦤ㣗ᶵ⬟ಖᏑᏛศ㔝
Optimization of the feed speed to improve internal fitness of CAD/CAM crowns
Nozaki K, Yanaka W, Matsumura M, Shin C, Matsumura M, Miura H
Department of Fixed Prosthodontics, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo Medical
and Dental University
Ϩ㸬⥴ゝ
㏆ᖺ㸪CAD/CAM ᢏ⾡ࡢⓎᒎࡼࡾ㸪◊๐ᮦࡢ㧗ᅇ㌿㸪ࢫࢸ࣮ࢪ㏦ࡾ㏿ᗘࡢ㧗㏿ࡼࡾ㐩ᡂࡉࢀ
ࡿࣁࢫࣆ࣮ࢻ࣑ࣜࣥࢢࡢṑ⛉ࡢᛂ⏝ࡀຍ㏿ࡋ࡚࠸ࡿ㸬స〇ࡉࢀࡓ CAD/CAM ෙࡣඃࢀࡓ㐺ྜᛶ
ࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪╔ᚋࡢ⿵⥛⨨⬺㞳㛵ࡍࡿሗ࿌ࡀᩓぢࡉࢀࡿ㸬
⿵⥛⨨ࡢ⬺㞳ࡢせᅉࡋ࡚⿵⥛⨨ᨭྎṑࡢ㐺ྜᛶࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬CAD/CAM ෙࡢ㐺ྜ
ᛶࢆᕥྑࡍࡿຍᕤ⢭ᗘࡣ㸪✀ࠎࡢຍᕤ᮲௳ࡼࡾỴᐃࡉࢀ࠺ࡿࡀ㸪㏦ࡾ㏿ᗘࡢኚࡀຍᕤ≀ࡢ㐺
ྜᛶ࠼ࡿᙳ㡪ࡣ࡛᫂࠶ࡾ㸪㐺ษ࡞㏦ࡾ㏿ᗘࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢫࢸ࣮ࢪ㏦ࡾ㏿ᗘ᮲௳ࢆ᭱㐺ࡍࡿࡇࡼࡿ㐺ྜᛶࡢྥୖࢆ┠ⓗࡋ࡚㸪
CAD/CAM ෙࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࢆ✀ࠎࡢ㏦ࡾ㏿ᗘ࡚ษ๐ຍᕤࡋ㸪ຍᕤ⢭ᗘࡋ࡚ CAD/CAM ෙࡢ㐺ྜ
⢭ᗘࢆホ౯ࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᨭྎṑࡣୗ㢡ᑠ⮻ṑࢆ⏝࠸㸪࣐࣮ࢪࣥᙧែࡣ㸪ࢹ࣮ࣉࢩࣕࣥࣇ࣮ࡋࡓࢥࣂࣝࢺࢡ࣒ྜ
㔠〇ࡢᨭྎṑ㔠ᆺࢆస〇ࡋࡓ㸬㏻ἲᚑ࠸㸪༳㇟᥇ᚓ㸪సᴗ⏝ᶍᆺࢆ〇సࡋ㸪ᢏᕤ⏝ࢫ࢟ࣕࢼ࣮
㸦AutoScan-DS-EX Pro Dental 3D Scanner㸪࣌ࣥࢺࣟࣥࢪࣕࣃࣥ)ࢆ⏝࠸࡚ᨭྎṑࡢCADࢹ࣮ࢱࢆ
సᡂࡋࡓ㸬ṑ⛉⏝CADࢯࣇࢺ࢙࢘㸦ExoCAD㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ࢭ࣓ࣥࢺࢫ࣮࣌ࢫࡣ㎶⦕㒊ࢆ0ȣm㸪ෆ㠃
ࢆ20ȣmタᐃࡋ㸪ᑠ⮻ṑෙࡢCADࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡋࡓ㸬సᡂࡋࡓCADࢹ࣮ࢱࡽCAMࢯࣇࢺ࢙࢘
(HyperDent㸪FOLLOW-ME! Technology Group)ࢆ⏝࠸࡚ᑠ⮻ṑࡢNCࢹ࣮ࢱࢆసᡂࡋࡓ㸬ࡑࡢ㝿ࡢ㸪
ࢫࢸࢵࣉ࣮࢜ࣂ࣮㔞ࡣ0.05ੈ㸪ࢫࣆࣥࢻࣝࡢᅇ㌿ᩘࡣ25000rpmࡋࡓ㸬
⿕๐ᮦࡣCAD/CAMෙ⏝ࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡋ࡚㸪࢚ࢫࢸࣛࢺࣈࣟࢵࢡ(ࢺࢡ࣐ࣖࢹࣥࢱࣝ)ࢆ⏝
࠸ࡓ㸬 CAM⨨ࡣ㸪ṑ⛉⏝࣑ࣜࣥࢢ࣐ࢩࣥ(MD350㸪࢟ࣖࣀࣥ㟁Ꮚ)㸪࢚ࣥࢻ࣑ࣝࡣ㸪ࢯࣜࢵࢻ
࢚ࣥࢻ࣑ࣝ㸦୕⳻࣐ࢸࣜࣝ㸧ࢆ⏝ࡋࡓ㸬㏦ࡾ㏿ᗘࡣ㸪CAMࢯࣇࢺ࢙࢘㸦HyperDent㸪FOLLOWME! Technology Group㸧࡚㸪ձ500mm/min㸪ղ675mm/min㸪ճ1000mm/min㸪մ1500mm/min㸪յ
2000mm/min㸪ն2500mm/min ࡢ᮲௳ࡢࡶ㸪ษ๐ຍᕤࡋ㸪ຍᕤせࡍࡿ㛫ࢆ ᐃࡋࡓ㸦n=3㸧㸬
స〇ࡋࡓṑෙ⿵⥛⨨ࡢෆ㠃㐺ྜᛶࡣ㸪ࢩࣜࢥ࣮ࣥ༳㇟ᮦࢆ⏝࠸ࡓࣞࣉࣜ࢝ἲ࡚ホ౯ࡋࡓ㸬
స〇ࡋࡓࢡࣛ࢘ࣥෆ㠃ࣈࣛࢵࢡࢩࣜࢥ࣮ࣥ㸦ࣂࢺࢳ࢙ࢵ࣮࢝㸪ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ࢆ‶ࡓࡋ࡚㔠ᆺ
ᅽ᥋ࡋ㸪◳ᚋ᧔ཤࡋ࡚࣍࣡ࢺࢩࣜࢥ࣮ࣥ㸦ࣇࢵࢺࢳ࢙ࢵ࣮࢝㸪ࢪ࣮ࢩ࣮㸧࡚ᡴࡕࡋࡓ㸬
ࡑࡢᚋ㸪㢋⯉᪉ྥษ᩿ࡋ㸪ගษ᩿ᆺ㢧ᚤ㙾㸦࣑ࢡࣟࣥ῝ࡉ㧗ࡉ ᐃᶵKY-60ᆺ㸪᪥ၟ⢭ᐦගᏛ㸧
ࢆ⏝࠸࡚ࣈࣛࢵࢡࢩࣜࢥ࣮ࣥࡢཌࡳࢆィ ࡋࡓ㸬ィ 㒊ࡣa㸸㢋ഃ࣐࣮ࢪࣥ㸪b㸸㢋ഃ㍈㠃୰ኸ㸪
c㸸㢋ഃညྜ㠃㸪d㸸⯉ഃညྜ㠃㸪e㸸⯉ഃ㍈㠃୰ኸ㒊㸪f㸸⯉ഃ࣐࣮ࢪࣥࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ྛ᮲௳࡚ษ๐ຍᕤࡋࡓ㝿ࡢຍᕤ㛫ࡣ㸪ձ36 ศ㸪ղ26 ศ㸪ճ19 ศ㸪մ13 ศ㸪յ10 ศ,ն9 ศ
࡛࠶ࡾ㸪㏦ࡾ㏿ᗘࡢቑຍࡣ㸪ຍᕤ㛫ࢆࣜࢽῶᑡࡉࡏࡓ㸬ෆ㠃ࡢ㐺ྜᛶࢆホ౯ࡋࡓࡇࢁ㸪
㏦ࡾ㏿ᗘࡢపୗక࠸㸪࣐࣮ࢪࣥ㒊ศ࡛࠶ࡿ a㸪f Ⅼࡢෆ㠃㛫㝽㔞ࡀῶᑡࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪㏦ࡾ㏿ᗘࡢ
ቑຍక࠸㸪㍈㠃ࡢ e Ⅼࡢ㛫㝽㔞ࡣῶᑡࡋࡓ㸬௨ୖࡢ⤖ᯝࡽ㏦ࡾ㏿ᗘࡢቑຍక࠸㍈㠃㒊࡛⿵
⥛⨨ᨭྎṑࡀ᥋ゐࡋ㸪a㸪 f Ⅼࡢ㛫㝽㔞ࡀቑຍࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ.
௨ୖࡼࡾ㸪㏦ࡾ㏿ᗘࢆపୗࡉࡏࡿࡇࡼࡾຍᕤ⢭ᗘࡀྥୖࡋ㸪ඃࢀࡓ㐺ྜࢆ᭷ࡍࡿຍᕤ᮲௳
ࡋ࡚㸪ษ๐ຍᕤ㛫ࢆ⪃៖ࡍࡿ㸪1000 ੈ/min ࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
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P-21
࢝ࢫࢱ࣐ࢬࢻࢹࢫࢡἲ࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝ㒊ᗋ⩏ṑࡢேᕤṑࡢ⨨⢭ᗘࡢ᳨ド
ۑ⏣ᘪኟ㸯㸪㔠⃝ Ꮫ1㸪ᒾᇛ㯞⾰Ꮚ2㸪Ⲩᮌ⏣ಇኵ㸯㸪⩚⏣ከ㯞ᮌ1㸪➉ᾴ1㸪
Katheng Awutsadaporn1㸪Ᏻ⸨୍ኵ1㸪Ỉཱྀಇ㸯
ᮾி་⛉ṑ⛉Ꮫ Ꮫ㝔་ṑᏛ⥲ྜ◊✲⛉ 1㧗㱋⪅ṑ⛉Ꮫศ㔝, 2⥲ྜデ⒪ṑ⛉Ꮫศ㔝
Accuracy of artificial teeth positions in the digital complete denture using the customized disk
Soeda Y1, Kanazawa M1, Iwaki M2, Arakida T1, Hada T1, Otake R1, Katheng A1, Ando K1,
Minakuchi S1
1
Gerodontology and Oral Rehabilitation, Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
2
General Dentistry,
Ϩ㸬⥴ゝ
㏆ᖺ㸪ࢹࢪࢱࣝ㒊ᗋ⩏ṑࡢ㐍Ṍࡣ┠ぬࡲࡋࡃ㸪ᵝࠎ࡞᪉ἲ࡛⩏ṑࡀ〇సࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬⌧ᅾࡢࢹࢪࢱ
ࣝ㒊ᗋ⩏ṑࡢ୍⯡ⓗ࡞〇స᪉ἲࡣ㸪⩏ṑࡢタィࢹ࣮ࢱࡼࡾேᕤṑ㒊ศࢆ๐㝖ࡋ࡚ࢯࢣࢵࢺࢆഛ࠼ࡓ
⩏ṑᗋ㒊ࢆษ๐ຍᕤࡋ㸪⩏ṑᗋ㒊ேᕤṑࢆᖖ 㔜ྜࣞࢪ࡛ࣥ᥋╔ࡋᡂࡉࡏࡿ᪉ἲࡀࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡋࡋ㸪ࡇࡢ᪉ἲࡣேᕤṑ⩏ṑᗋࡢ᥋╔ຊࡀప࠸Ⅼࡸ㸪ேᕤṑࢆ⩏ṑᗋ᥋╔ࡍࡿ㝿⨨ࡎࢀ
ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᙜศ㔝࡛ࡣேᕤṑࢆᇙධࡋࡓ⩏ṑᗋ⏝ࣞࢪࣥࢹࢫࢡࢆᝈ⪅
ẖ〇సࡋ㸪⩏ṑࢆேᕤṑ⾲㠃ࡶྠษ๐ຍᕤࡍࡿ᪂ࡓ࡞ࢹࢪࢱࣝ㒊ᗋ⩏ṑ〇సἲ㸦௨ୗ㸪࢝ࢫࢱ
࣐ࢬࢻࢹࢫࢡἲ㸧ࢆ⪃ࡋࡓ㸬ࡋࡋ㸪ࡇࡢ᪉ἲ࡛〇సࡋࡓ⩏ṑࡢேᕤṑࡢ⨨⢭ᗘࢆ᳨ドࡋࡓ◊
✲ࡣ࡞࠸㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ࢝ࢫࢱ࣐ࢬἲ࡛ࡢேᕤṑࡢ⨨⢭ᗘࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᐇ㦂⏝ࢹࢫࢡࡣCADࢯࣇࢺ࢙࢘㸦Freeform, 3DSystems)ࢆ
⏝࠸࡚タィࡋࡓ㸬 1 㸦LL1㸧㸪1 㸦UL1㸧㸪4 㸦UL4㸧㸪6 㸦UL6㸧
ࡢ4ṑ✀ࢆ1ࡘࡢࢹࢫࢡ1ṑ✀࠶ࡓࡾ3ṑࡎࡘྠᚰ≧12
ṑิࡋࡓ㸦ᅗ㸧㸬ேᕤṑ᥋╔⏝ࡢࢯࢣࢵࢺࡣேᕤṑࢆ0.2mm
࢜ࣇࢭࢵࢺ㸯㸧ࡋ࡚ࣈ࣮ࣜࣥ₇⟬ࡼࡾᐇ㦂⏝ࢹࢫࢡᇶᗏ㒊
ࡽேᕤṑࢹ࣮ࢱࢆ๐㝖ࡋ࡚సᡂࡋࡓ㸬タィࡉࢀࡓᐇ㦂⏝ࢹ
ࢫࢡࡣ3Dࣉࣜࣥࢱ㸦Form2㸪Formlabs㸧࡚ฟຊࡋࡓ㸬ேᕤṑࡣ
X⥺㏱㐣ᛶࣞࢪࣥࢹࢫࢡ㸦X⥺ࢹࢫࢡ㸪࣐ࢩࣥࢶ࣮ࣝ୰
ኸ㸧ࡽ࣑ࣜࣥࢢ࣐ࢩࣥ㸦DWX-51D㸪DGSHAPE㸧࡚〇సࡋ
ࡓ㸬〇సࡋࡓேᕤṑࢆࢹࢫࢡࣇ࣮࣒ࣞᅛᐃࡋ㸪⩏ṑᗋ⏝ࡢ
ᖖ 㔜ྜࣞࢪࣥ㸦ࣇࢵࢺࣞࢪࣥ㸪ᯇ㢼㸧ࢆᐇ㦂⏝ࢹࢫࢡ
ᅗ タィࡋࡓ࣐ࢫࢱ࣮ࢹ࣮ࢱ
ὶࡋ㎸ࡳ㸪㔜ྜࡉࡏࢹࢫࢡࢆᡂࡉࡏࡓ㸬ᡂࡋࡓࢹࢫ
ࢡࢆ࣑ࣜࣥࢢ࣐ࢩࣥ㸦DWX-51D㸪DGSHAPE㸧࡚ษ๐ຍᕤࡋ㸪ࢥ࣮ࣥࣅ࣮࣒CT㸦Finecube㸪ࣚࢩࢲ㸧
࡚ᙳࡋࡓ㸬CADࢯࣇࢺ࢙࢘㸦Mimic㸪Materialise㸧࡚㑅ᢥⓗேᕤṑ㒊ࡢࡳࢆSTLࢹ࣮ࢱࡋ
ࡓ㸬೫ᕪศᯒࡣ㸪ษ๐ຍᕤࡉࢀࡓேᕤṑ࣐ࢫࢱ࣮ࢹ࣮ࢱࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ࡚3Dศᯒࢯࣇࢺ࢙࢘㸦CATIA
V5, Dassault Systemes㸧ࢆ⏝ࡋ㸪ᖹᆒᖹ᪉᰿ㄗᕪ㸦RMSE㸧࣮࣐࢝ࣛࢵࣉࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ࡑࢀࡒࢀࡢṑ✀ࡢ RMSE ࡣ LL1 ࡛᭱ࡶ㧗ࡃ, ḟ࠸࡛ UL1㸪UL6㸪UL4 ࡢ㡰࡞ࡗࡓ㸬࣮࣐࢝ࣛࢵࣉ
ࢹ࣮ࢱࡼࡾ㸪4 ṑ✀࡚࠾࠸࡚㸪ேᕤṑࡢษ⦕࣭ညྜ㠃ṑ㢕㒊ࡁ࡞೫ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬
⤖ᯝࡼࡾ㸪RMSE ࡢ್ࡣࡢṑ✀࠾࠸࡚ࡶ 0.1mm ௨ୗ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪⮫ᗋ࠾࠸࡚ࡣチᐜ⠊ᅖෆ
࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᅇேᕤṑࡢษ⦕࣭ညྜ㠃⏕ࡌࡓ೫ᕪࢆ㸪᭦ῶᑡࡉࡏࡿࡃ㸪ࢹࢫࢡࡢࢯ
ࢣࢵࢺᙧែ࢝ࢵࢸࣥࢢࣃࢫࡢಟṇࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
ϫ㸬ᩥ⊩
㸯㸧Yamamoto S, Kanazawa M, Iwaki M, et al. Effects of offset values for artificial teeth positions in CAD/CAM
complete denture. Comput Biol Med 2014 ;52:1-7.
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㸱D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆᛂ⏝ࡋࡓග◳ᶞ⬡ᶍᆺࡢᑍἲ⢭ᗘࡢ⌧≧
⏣ۑヲᏊ㸪㘊⧊ Ⰻ㸪ᵽཱྀ㙠ኸ
㜰ṑ⛉ᏛᏛ㝔་⒪ಖᏛ◊✲⛉

Current status of dimensional accuracy of light cured resin working models using 3D
printer (Part 1)

Tai S㸪Nishikiori R㸪Higuchi S
Osaka Dental University Graduate School of Health Sciences
䊠䠊⥴ゝ

ṑ⛉▹ṇ㡿ᇦ䛻䛚䛔䛶ṑ⛉⏝▼⭯䜢⏝䛔䛯ṑิᶍᆺ䛾〇స䛿䠈ṑ⛉ᢏᕤ䛾⮫ᗋ䛻䛚䛔䛶ཱྀ⭍ෆ䛾ሗ
䜢⌧䞉ಖᏑ䛩䜛᪉ἲ䛸䛧䛶ᚲせྍḞ䛷䛒䜛䠊㏆ᖺ䠈ṑ⛉㡿ᇦ䛻䛚䛡䜛䝕䝆䝍䝹䛿ᛴ㏿䛻Ⓨᒎ䛧 䠈ṑ⛉
ᢏᕤ⯡䛻䛚䛔䛶ṑ⛉⏝ CAD/CAM System 䛜ከᩘᐇ⏝䛥䜜䛶䛔䜛䠊䛭䛾䜘䛖䛺୰䠈ṑ⛉ᢏᕤ⯡䛻䛚䛔
䛶䠈᪂䛧䛔ṑ⛉ᢏᕤᡭἲ䛸䛧䛶 3D 䝥䝸䞁䝍䞊䜢⏝䛔䛯ᡭἲ䛜ṑ⛉▹ṇศ㔝䛷䜒ᗈ䛟ᐇ⏝䛥䜜䛿䛨䜑䛶䛚䜚䠈
ᖹ⾜ᶍᆺ䜔䜰䝷䜲䝘䞊▹ṇ⏝ᶍᆺ 䠈 ṑ⛉▹ṇ⒪䛻⏝䛔䜛ᶍᆺ䛺䛹䛻⮫ᗋᛂ⏝䛥䜜䛿䛨䜑䛶䛔䜛䠊䛧䛛䛧
䛺䛜䜙䠈✚ᒙ㐀ᙧἲ䛿⮫ᗋ⌧ሙ䛻䛚䛔䛶㐀ᙧ≀䛾㐀ᙧ⢭ᗘ䛾䝁䞁䝖䝻䞊䝹䛜㞴䛧䛟䠈㐀ᙧ䝅䝇䝔䝮ୖ䜔㐀ᙧ
ᚋ䛾ᢏᕤసᴗ䛷ᢏ⾡ⓗ䛺ၥ㢟䛜ṧ䛥䜜䛶䛔䜛䠊ᅇ䛿 DLP䠄Digital Light Processing䠅᪉ᘧ䛾 3D 䝥䝸䞁䝍䞊
䜢⏝䛔䛶ṑ⛉⏝ᶍᆺస〇䛻ᛂ⏝䛩䜛ሙྜ䛻䛚䛔䛶䠈㐀ᙧ≀䛾እቨ䛾ཌ䛥䛸✚ᒙ䝢䝑䝏䛜㐀ᙧ≀䛾ᑍἲ⢭ᗘ
䛻䛘䜛ᙳ㡪䛻䛴䛔䛶⌧≧ᢕᥱ䛩䜛䛣䛸䜢┠ⓗ䛸䛧䛯䠊
䊡䠊᪉ἲ
◊✲䛻⏝䛔䛯ヨᩱ䛿,Tinkercad (AUTODESK)䜢⏝䛔䛶❧᪉య䛾㎶
䛾㛗䛥䛜䛶20 mm䛾❧᪉య䛾STL䝕䞊䝍䜢స〇䛧䛯䠊స〇䛧䛯STL䝕
䞊䝍(ᅗ)䛿cara Print 4.0 (KULZER)䛻ᒓ䛩䜛ᑓ⏝䛾Slicer䝋䝣䝖䛷䠈䛒
䜙䛛䛨䜑㐀ᙧ䝔䞊䝤䝹䛾୰ኸ㒊ศ䛻㐀ᙧ䛩䜛ᣦ♧䜢ຍ䛘䛶㐀ᙧ⏝䝕䞊
䝍䛻ኚ䛧䛯䠊䛭䛾ᚋ䠈cara Print 4.0䛷ᐊ

ୗ䛻䛚䛔䛶dima Print

model HD䜢⏝䛔䛶ヨᩱ䛾✚ᒙ㐀ᙧ䜢⾜䛳䛯䠊✚ᒙ᪉ྥZ᪉ྥ䛻ᑐ䛧䛶
䛿䠈ᗏ㠃䜈䛾䝃䝫 䞊䝖䛿ヨᩱ䛾㧗䛥 䜈䛾ᙳ㡪䛜ᠱᛕ䛥 䜜䜛 䛯
䜑䠈ᅇ䛿䝃䝫䞊䝖䜢⏝䛔䛪䛻㐀ᙧ䜢⾜䛳䛯.cara Print Clean
(KULZER)䜢⏝䛔䛶䝯䞊䜹䞊䛾ᣦ♧䛻ᚑ䛳䛶Ὑί䛧,䛭䛾ᚋ䛾㔜ྜ䛻䛿
HiLite power 3D (KULZER)䜢⏝䛔䛶䝯䞊䜹䞊䛾ᣦ♧䛻ᚑ䛳䛶㔜ྜ䜢⾜

ᅗ

䝕䝄䜲䞁䛧䛯❧᪉య

䛔䠈ヨᩱ䜢స〇䠊ヨᩱ䛿እቨ䛾ཌ䛥1,2,3,4,5 mm䝋䝸 䝑䝗䛾6✀㢮䛻䛴䛔
䛶,䛭䜜䛮䜜✚ᒙ䝢䝑䝏䜢30, 50, 100䃛m䛻タᐃ䛧㐀ᙧ䜢⾜䛳䛯䠊ヨᩱ䛿እቨ䛾ཌ䛥䠈✚ᒙ䝢䝑䝏ẖ䛻䛭䜜䛮
䜜5ಶ,ィ90ಶ㐀ᙧ䜢⾜䛳䛯䠊㐀ᙧ䛧䛯ヨᩱ䛿䝕䝆䝍䝹䝜䜼䝇CD67-S15PS (Mitutoyo)䜢⏝䛔䛶㐀ᙧ┤ᚋ䠈ග
㔜ྜฎ⌮ᚋ䠈1㛫ᚋ䠈24㛫ᚋ䛾ྛ4ᅇ

ᐃ䛧䛯䠊

䊢䠊⤖ᯝ䛸⪃ᐹ
6 䛴䛾እቨཌ䠈3 ✀㢮䛾✚ᒙ䝢䝑䝏䛷㐀ᙧ䛧䛯ヨᩱ䛾タィ್䛸

ᐃ್䜢ẚ㍑䛧䛯⤖ᯝ䠈య䛾ᑍἲ⢭ᗘ䛸䛧

䛶䛿タィ್䛸ẚ䜉䠈XY ᪉ྥ䛻䛴䛔䛶䛿ୖ㒊䛾 XY ᪉ྥ䜘䜚䜒ୗ㒊䛾 XY ᪉ྥ䛜䛝䛟䛺䜛ഴྥ䛜☜ㄆ䛥䜜
䛯.Z ᪉ྥ䛻䛴䛔䛶䛿య䛻䜔䜔ᑠ䛥䛟䛺䜛ഴྥ䛜☜ㄆ䛥䜜䛯䠊እቨ䛾ཌ䜏䛾㐪䛔䛜ᑍἲ⢭ᗘ䛻䛚䜘䜌䛩ᙳ
㡪䛜୰ኸ㒊䛻䛚䛔䛶㢧ⴭ䛷䛒䜚,እቨཌ 1 mm 䛿䜔䜔⭾ᙇ䛧እቨཌ 5 mm 䛿䜔䜔⦰ኚᙧ䛩䜛ഴྥ䛜☜ㄆ䛥
䜜䛯.䜎䛯,✚ᒙཌ䛻䛴䛔䛶䛿 㻟㻜䃛㼙䠘㻡㻜䃛㼙䠘㻝㻜㻜䃛㼙 䛸ᑍἲ⢭ᗘ䛾Ⰻ䛔㡰␒䛸䛺䜛䛜☜ㄆ䛷䛝䛯䠊䛣䜜䜙
䜘䜚䠈እቨཌ䠈✚ᒙ䝢䝑䝏䛾タᐃ䛜ᑍἲ⢭ᗘ䛻ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䛣䛸䛜ᢕᥱ䛷䛝䛯䠊
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3D プリンター用材料「iMAS モデルおよび iMAS SG&トレー」の造形精度の評価
○野村 凜，山本恭平，黒岩良介，山添正稔
YAMAKIN株式会社
Accuracy evaluation of 3D printing materials “iMAS model resin and iMAS SG and tray resin”
Nomura R，Yamamoto K，Kuroiwa R，Yamazoe M
YAMAKIN Co.,LTD.
Ⅰ．緒言
近年，デジタル技術の発達が著しく，歯科分野においても口腔内スキャナーや 3D プリンター等の新
しい技術が応用され，歯科技工作業の効率を高める取り組みが行われている．中でも光造形型の 3D プ
リンターは多くの製品が上市され，模型やサージカルガイドなどの作製に応用されつつある．一方で，
光造形型のプリンターで得られた造形物について，経時的に寸法変化を生じることが報告されている．
そのため，支台歯模型として使用する場合，適合性を維持するためには経時的な寸法変化に関する検
証が必要となる．一方，サージカルガイドやトレー用材料は患者の口腔粘膜に直接接触するため，薬剤
を用いた消毒やオートクレーブによる滅菌が推奨されるが，オートクレーブ時の高温高圧が材料の寸
法精度に及ぼす影響が懸念される．本研究では，市販の歯科用 3D プリンターで造形した模型用レジン
およびトレー用レジンの寸法精度に関する評価を行うことを目的とした．

Ⅱ．方法
1．模型用レジンの評価
上顎左側欠損症例の超硬質石膏模型をモデルスキャナ
ー (DORA，デジタルプロセス) でスキャニングを行い，
STLデータを得た (図左)．3Dプリンター用材料の歯科用
樹脂系模型材 (iMAS モデルW，YAMAKIN)を用い，STLデー
タを基に3Dプリンター（TRS 3Dプリンター，YAMAKIN) で，
積層ピッチ50 µm，照射時間8 秒 (はじめの6層は120 秒)
にて造形した．通例に従って後処理した造形物を，造形
1，2，4週間後（室温，遮光下）に3Dスキャナー型三次元
測定機 (VL-350，キーエンス) で測定し，それぞれ造形
図 造形に用いた STL データ
直後と比較して経時的な寸法変化を測定した．なお，測
(左：上顎左側欠損支台歯，右：個人トレー)
定箇所は左側第二小臼歯、第二大臼歯の支台歯咬合面と
した．
2．サージカルガイド・トレー用レジンの評価
1.模型用レジンの評価で使用したSTLデータを，3Dプリンター用材料の歯科印象トレー用レジン･
歯科用インプラント手術器具(iMAS SG&トレー，YAMAKIN) を用いて積層ピッチ 50 µm，照射時間 11
秒 (はじめの 6 層は 120 秒) の条件にて，3Dプリンター（TRS 3Dプリンター，YAMAKIN) で造形し
た．その後，通例に従って後処理した造形物を 135℃，15 分の条件でオートクレーブ (YS-A-C107J，
湯山製作所) 処理した後，三次元測定機で測定し，オートクレーブ前後の寸法変化を模型用レジン
と同様に評価した．また，石膏製下顎模型 ( 2 色レジン製顎模型 D50D-534，ニッシン) をモデル
スキャナー(DORA，デジタルプロセス)でスキャニングを行い，CAD (Dental System，3Shape A/S) を
用いて，個人トレーを設計した (図右)．上記と同じ条件で造形物のオートクレーブ前後の形状につ
いて目視評価を行った．

Ⅲ．結果と考察
模型用レジンの経時変化の評価では，造形直後と 1 週間後の寸法変化は ±29 µm の範囲であった．
造形直後から 4 週間後の寸法変化は±34 µm の範囲であり，1 週間後から 4 週間後までの寸法変化は
±5 µm と小さかった．サージカルガイド・トレー用レジンのオートクレーブによる影響の評価では，
オートクレーブ前後の寸法変化は ±37 µm の範囲であり，造形直後から 4 週間後までの経時変化に
よる寸法変化よりも大きかった．ただし，造形物の形状はオートクレーブ前後で大差はなく石膏模型
に対しても良好な適合を示したことから，オートクレーブ前後での寸法変化は，臨床において影響を
及ぼさない範囲と考えられる．以上の結果より，本研究で iMAS モデルおよび iMAS SG&トレーを用いて
造形された造形物は，臨床上使用可能であると示唆された．
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3D プリンタを用いた新しい義歯のラベリング方法
○チャイアモンサップ パチャラナン1,2，𡈽田優美1，塩沢真穂3，上條真吾4，大木明子4，
鈴木哲也3，高橋英和1
1
東京医科歯科大学大学院口腔機材開発工学, 2同 先端材料評価学，3同 口腔機能再建工学，
4
同 口腔基礎工学
New method for denture labeling on removable denture using 3D printer
Chaiamornsup P1,2，Tsuchida Y1，Shiozawa M3，Kamijyo S4，Oki M4，Suzuki T3，Takahashi H1
1
Oral Biomaterials Engineering, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
2
Advanced Biomaterials Engineering, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
3
Oral Prosthetic Engineering, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
4
Basic Oral Health Engineering, Graduate School, Tokyo Medical and Dental University
Ⅰ．Introduction
Denture labeling has been important in identifying specific owners in several situations particularly
misplaced or mistaken dentures in hospitals or nursing homes, among individuals suffering from senile
loss of memory, and during forensic investigations. Many studies on denture labeling were conducted
such as utilizing waterproof marker or graphite pencil engraving the individuals’ name on the base of
the denture after abrading its surface or printing personal identification label directly on the dentures
surface. However, these labeling methods require numerous steps and additional laboratory time for
processing. Therefore, the present study reported a new method to print name directly on removable
denture using 3D printer.
Ⅱ．Materials and Methods
A mandibular complete denture made of a heat-cured acrylic resin was used. A light-cured glazing
and characterizing material for resin surface (Nanocoat White color, GC) was applied on buccal
posterior flange of denture surface using a brush to cover the surface. A 3-D printer for vat
photopolymerization using micro-electro-mechanical system (Space Art, Kantatsu) was used. This
printer is using 405-nm laser. The vat was removed from the printer and the denture was placed on the
platform. The image of letters of a patient name was created using presentation software such as
Powerpoint and projected on the platform. The exposure time of image was 60 s, then unpolymerized
material was removed using isopropanol. After checking whether the name was correctly labeled,
another light-cured glazing and characterizing material (Nanocoat Clear) was covered on the labeled
surface and polymerized using a light-cured. The thickness of letter was checked using a digital
measuring microscope.
Ⅲ．Results and Discussion
The printed name on the denture surface was readable, but relatively rough. After covering glazing
material, the surface was smooth, and glossy (Figure). The thickness of the letters ranged from 30 to 50
µm. The proposed new method was simple and accomplished within a shorter period of time. Moreover,
this method is applicable on already fabricated denture surface only adding less than 0.1-mm layer,
which will not irritate the patient’s mouth. In conclusion, the proposed method of printing a name
label directly on the denture surface was easy to achieve and useful for clinical practice.

Figure Labelled denture. The letters of a patient
name were printed on the buccal surface of a
mandibular complete denture.
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3D ࣉࣜࣥࢸࣥࢢ⩏ṑ࠾ࡅࡿ✚ᒙ᪉ྥࡢ㐪࠸ࡀ⢭ᗘᛂຊศᕸ࠼ࡿᙳ㡪
⏣⩚ۑከ㯞ᮌ1㸪㔠⃝ Ꮫ1㸪ᒾᇛ㯞⾰Ꮚ2㸪Ⲩᮌ⏣ಇኵ㸯㸪⏣ᘪኟ㸯㸪➉ᾴ1㸪
Katheng Awutsadaporn1㸪Ᏻ⸨୍ኵ㸯㸪Ỉཱྀಇ㸯
ᮾி་⛉ṑ⛉Ꮫ Ꮫ㝔་ṑᏛ⥲ྜ◊✲⛉ 1㧗㱋⪅ṑ⛉Ꮫศ㔝, 2⥲ྜデ⒪ṑ⛉Ꮫศ㔝
Effects of build direction on accuracy and stress distortion of dentures made with 3D printer
Hada T1, Kanazawa M1, Iwaki M2, Arakida T1, Soeda Y1, Otake R1, Katheng A1, Ando K1,
Minakuchi S1
1
Gerodontology and Oral Rehabilitation, Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
2
General Dentistry,
Ϩ㸬⥴ゝ
㏆ᖺ㸪CAD/CAM ࡼࡿ⿵⥛⨨〇సࡢ㟂せࡀቑຍࡋ㸪㒊ᗋ⩏ṑࡶᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ษ๐ຍᕤ
ẚ㍑ࡋ࡚㸪3D ࣉࣜࣥࢱ࡛⩏ṑࢆ〇సࡍࡿⅬࡣ㸪వᮦᩱࡼࡿ↓㥏ࡀ࡞࠸ࡇ㸪ࢥࢫࢺࣃࣇ࢛࣮࣐
ࣥࢫࡀⰋ࠸ࡇ➼ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪3D ࣉࣜࣥࢱᮦᩱࡣ✚ᒙ᪉ྥࡼࡗ࡚㐀ᙧ≀ࡢᶵᲔⓗ
ᛶ㉁ࡀኚࡍࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ 1), ⮫ᗋⓗ࡞⩏ṑᙧែ࡛✚ᒙ᪉ྥࡀࡑࡢ⢭ᗘ⩏ṑᗋ㈇Ⲵ
ࡋࡓ㝿ࡢᛂຊศᕸࡢࡼ࠺ᙳ㡪ࡍࡿࢆホ౯ࡋࡓ◊✲ࡣ࡞࠸㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪3D ࣉࣜࣥࢸࣥ
ࢢ⩏ṑࡢ✚ᒙ᪉ྥ㸦0°㸪45°࠾ࡼࡧ 90°㸧ࡢ㐪࠸ࡀ⢭ᗘ㸦┿ᗘ⌧ᛶ㸧ᛂຊศᕸ࠼ࡿᙳ㡪ࢆホ౯
ࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᐇ㦂⏝ୖ㢡㒊ᗋ⩏ṑࢆSTLࣇࣝ㸦࣐ࢫࢱ࣮ࢹ࣮ࢱ㸧࡛ฟຊᚋ㸪3✀㢮ࡢ✚ᒙ᪉ྥ㸦0°㸪45°࠾ࡼ
ࡧ90°㸧タᐃࡋ㸪⣸እ⥺◳ᛶᶞ⬡㸦Clear, Formlabs Inc.㸧ࢆ3Dࣉࣜࣥࢱ㸦Form 2, Formlabs Inc.㸧ࡼ
ࡾࣉࣜࣥࢺࡋࡓ㸦ྛ᮲௳ࡘࡁn= 6㸧㸬⩏ṑࢆ3Dࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦NeWay, Open Technologies㸧࡚ࢫ࢟ࣕ
ࣥᚋ㸪STLࣇࣝ㸦ᐇ㦂ࢹ࣮ࢱ㸧ࡋ࡚ฟຊࡋࡓ㸬┿ᗘࡣCADࢯࣇࢺ࢙࢘㸦Geomagic Freeform㸧ࢆ
⏝࠸࡚ᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࢆ࣐ࢫࢱ࣮ࢹ࣮ࢱ㔜ࡡྜࢃࡏࡓ㸬⌧ᛶࡣ3✀ࡢ✚ᒙ᪉ྥࡢ⩏ṑࢢ࣮ࣝࣉ6ಶࡽ2
ಶࡢᐇ㦂ࢹ࣮ࢱࢆࡍ࡚ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡛㑅ࡧࡑࢀࡒࢀ㔜ࡡྜࢃࡏࡓ㸬೫ᕪศᯒࡣ㸪3Dศᯒࢯࣇࢺ࢘
࢙㸦CATIA V5, Dassault Systemes㸧ࢆ⏝ࡋ㸪ᖹᆒᖹ᪉᰿ㄗᕪ㸦RMSE㸧࣮࣐࢝ࣛࢵࣉࢹ࣮ࢱ
ࢆྲྀᚓࡋࡓ㸬ᛂຊศᕸࡢ ᐃࡣࡦࡎࡳࢤ࣮ࢪࢆ⏝࠸࡚⾜ࡗࡓ㸬ࡦࡎࡳࢤ࣮ࢪࡣྛ⩏ṑࡢཱྀṇ୰㒊ศ
ࡢ4Ⅼ㈞ࡾࡅ㸦LF㸸ୖ၁ᑠᖏ㸪IP㸸ษṑங㢌㸪EP㸸⩏ṑࡢᚋ⦕㸪࠾ࡼࡧMP㸸IPEPࡢ୰Ⅼ㸧㸪⮻ṑ
㒊Ⲵ㔜ࢆࡅࡓ㸬㈇Ⲵࡣ㸪⬟ヨ㦂ᶵ㸦Instron 5544 Tensile Tester, Instron㸧ࡼࡗ࡚0-200 Nࡲ࡛20 N/s
ࡢ㏿ᗘ࡛ຍ࠼ࡓ㸬ࡦࡎࡳࢆグ㘓ࡋ㸪ゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘㸦DAS-200A㸪ඹ㟁ᴗ㸧ࢆ⏝࠸࡚᭱ࡦࡎࡳ
㸦MPS㸧ࢆィ⟬ࡋࡓ㸬⤫ィゎᯒࡣ┿ᗘࡘ࠸࡚ࡣ✚ᒙ᪉ྥࢆせ⣲ࡋࡓ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࢆ⾜ࡗࡓᚋ㸪
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ゎᯒࡣ㸪⤫ィゎᯒࢯࣇࢺ㸦IBM SPSS 22.0, IBM㸧ࢆ⏝ࡋ㸪᭷ពỈ‽ࡣ0.05ࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
┿ᗘ࠾ࡅࡿRMSEࡣ45°࡛᭱ࡶపࡃ㸪0°࡛᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡍ࡚ࡢ✚ᒙ᪉ྥ࡛┿ᗘࡢRMSE㛫᭷
ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬࣮࣐࢝ࣛࢵࣉࡣ㸪0°࡛ࡣษṑங㢌㏆ࡽᕥྑࡅ࡚ṇࡢ೫ᕪཱྀ୰ኸ㒊㈇
ࡢ೫ᕪࡀ㢧ⴭ⌧ࢃࢀ㸪90°࡛ࡣ⩼✺ୗ㢡ࣄࢲ㒊ศṇࡢ೫ᕪཱྀᑠ❐㏆㈇ࡢ೫ᕪࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬
⌧ᛶ࠾ࡅࡿRMSEࡣ45°࡛᭱ࡶపࡃ㸪0°࡛᭱ࡶ㧗ࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡍ࡚ࡢ✚ᒙ᪉ྥ࡛⌧ᛶࡢRMSE㛫
᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬࣮࣐࢝ࣛࢵࣉࡣ㸪ࡍ࡚ࡢ✚ᒙ᪉ྥ࡛チᐜྍ⬟࡞೫ᕪࢆ♧ࡋࡓ㸬ᛂຊศᕸࡣ㸪
200 N㈇ⲴLFࢆ㝖࠸ࡓྛ ᐃⅬ࡛㸪45°ࡀ᭱ࡶᑠࡉ࠸MPSࢆ♧ࡋࡓ㸬IP࡛ࡣ45°90°ࡢMPS㛫᭷ព
ᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬EPࡣࡍ࡚ࡢ✚ᒙ᪉ྥࡢMPS㛫᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬MP࡛ࡣ0°45°㸪࠾ࡼࡧ0°
90°ࡢMPS㛫᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬LFࡣࡍ࡚ࡢ✚ᒙ᪉ྥࡢMPS㛫࡛᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬௨
ୖࡼࡾ㸪3Dࣉࣜࣥࢸࣥࢢ⩏ṑࡣ45°࡛✚ᒙࡋࡓ⢭ᗘ㸦┿ᗘ⌧ᛶ㸧ࡀ㧗ࡃ㸪ᛂຊศᕸࡣᑠࡉ
࠸ࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
ϫ㸬ᩥ⊩
1) Unkovskiy A, Bui PH, Schille C. Objects build orientation, positioning, and curing influence dimensional
accuracy and flexural properties of stereolithographically printed resin. Dent Mater 2018;34:e324-e333.
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P-26
⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔࠾ࡅࡿṑ⛉ᢏᕤኈࡢാࡁ᪉ᨵ㠉ᴫせ
ۑΎᐑ୍⚽㸯,2㸪ୖ⤮⌮㤶㸯,2㸪ྂᕝ㎮அ㸯,2㸪୰㟼ᩥ㸯,2㸪Ọ⏣⤑㸯㸪ᕝす⠊⦾3㸪
୍Ⰽࡺࡾ3㸪⇃ᆏ▱ᑵ3㸪ᶫ ᱇4㸪ᫍ ᠇ᖾ3㸪⎼ᬛኴ㑻4㸪ᮌᮏඞᙪ2㸪3
1
⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ⥲ྜṑ⛉Ꮫㅮᗙ㸪 2⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔ᢏᕤ⛉㸪3⚄ዉᕝṑ⛉ᏛᏛ㝔
ṑᏛ◊✲⛉ཱྀ⭍⤫ྜ་⒪Ꮫㅮᗙ⿵⥛࣭ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝㸪 4⚄ዉᕝṑ⛉ᏛᏛ㝔ཱྀ⭍⛉Ꮫ
ㅮᗙࢡࣜࢽ࣭࢝ࣝࣂ࣐࢜ࢸࣜࣝᏛศ㔝
The outline work style reform dentaltechnician in Kanagawa Dental Hospital
Seimiya K㸯,2, Inoue E㸯,2, Furukawa T㸯,2, Nakashizu T㸯,2, Nagata K1, Kawanishi N3, Isshiki Y3,
Kumasaka T3, Ohashi K4㸪Hoshi N3, Nihei T4㸪Kimoto K2,3
1
Department of the General Dentistry㸪Graduate School of Dentistry㸪Kanagawa Dental University
2
Department of Dental Laboratory㸪Kanagawa Dental University Hospital
3
Division of Prosthodontics and Oral Implantology㸪Department of Oral Interdisciplinary Medicine㸪
Graduate School of Dentistry㸪Kanagawa Dental University
4
Division of Clinical Biomaterials㸪Department of Oral Science㸪Graduate School of Dentistry㸪
Kanagawa Dental University

Ϩ㸬⥴ゝ
㏆ᖺ㸪ṑ⛉ᢏᕤࡢศ㔝࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡣࡁࡃ㸪≉⿵⥛ศ㔝࡛ࡣᢏᕤసᴗࢆྵ
ࡵᵝࠎ࡞ዲᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ᮏᏛ㝃ᒓ㝔ᢏᕤ⛉࠾࠸࡚ࡶ 2008 ᖺࡽࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᢏᕤࢆᑟධࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࢹࢪࢱࣝṑ⛉
ᢏᕤᢏ⾡ࡣ㣕㌍ⓗ㐍Ṍࡘ」㞧ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ⮫ᗋ࠾࠸࡚ࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱᇶ࡙ࡃṇ
☜࡛ⓗ☜࡞ṑ⛉་ᖌࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᚲせྍḞ࡛࠶ࡿࡀ㸪⌧≧࡛ࡣࢹࢪࢱࣝᢏᕤ࠾
ࡅࡿ᧿ࡾྜࢃࡏ࡛ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ㊊ࡸࢹࢪࢱࣝ≉᭷ࡢ࢚࣮ࣛࢆ⌮ゎࡋ࡚ࡶࡽ࠼࡞࠸࡞
༑ศឤࡌࡿࡇࡀ࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᡃࠎࡣ᪂㝔㛤タక࠸ࢹࢪࢱࣝ≉ࡋࡓデ⒪⛉ࢆቑタࡋ
ࡓ㝿㸪ṑ⛉ᢏᕤኈࡶ⒪✚ᴟⓗ㛵ࢃࡿࡼ࠺ Operator ṑ⛉ᢏᕤኈࡋ࡚㸪ṑ⛉་ᖌ࣭ṑ⛉⾨⏕
ኈ࣭ṑ⛉ᢏᕤኈࡀ୕୍య࡞ࡾ⒪ᦠࢃࢀࡿ⎔ቃࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ṑᏛ㒊Ꮫ⏕ᑐࡋ࡚ṑ⛉ᢏᕤኈࡀయ࡞ࡗࡓࢹࢪࢱࣝࣛ࣎ᩍ⫱ࢆ⾜࠸㸪ṑ⛉ᢏᕤኈࡢ
┠⥺ࡽࢹࢪࢱࣝࢆ⌮ゎ࡛ࡁࡿṑ⛉་ᖌࡢ⫱ᡂཧ⏬ࡋጞࡵࡓࡇࡶྜࢃࡏࡓാࡁ᪉ࡢᴫせࢆሗ
࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᮏ㝔࡛ࡣ2008ᖺࡽࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᢏᕤᦠࢃࡗ࡚ࡁࡓ㸬2018ᖺ᪂㝔㛤ᴗక࠸ࢹࢪࢱࣝ
デ ⒪ ᐊ ෆ  CAD/CAM ᶵ ჾࢆ 㞟 ⤖ ࡉ ࡏ ࡓ Smart Operation Room Kanagawa dental university
hospital(SORK)ࢆ❧ࡕୖࡆ㸪ᝈ⪅࣭ṑ⛉་ᖌ࣭ṑ⛉ᢏᕤኈ࣭ṑ⛉⾨⏕ኈࡢࢳ࣮࣒་⒪ࢆ⾜࠸㸪ࢹ
ࢪࢱࣝṑ⛉ᢏᕤᴗົࢆ᥎㐍ࡋ㸪ࡉࡽᖺᗘࡽࡣṑᏛ㒊㝔ᐇ⩦⏕ᑐࡋ࡚ࢹࢪࢱࣝᶵჾࢆ⏝
࠸ࡓᢏᕤ⛉⮫ᗋᐇ⩦ࢆ㛤ጞࡋࡓ.
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ࢳ࣮࣒་⒪ࢆᐇ㊶ࡍࡿ୰࡛ṑ⛉ᢏᕤኈࡣ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡽᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱฎ⌮ࡸࡑࡢᚋ
ࡢࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᢏᕤࡢ Operator ᴗົࢆࣜࣝࢱ࣒࡛⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡇࡼࡾᝈ⪅ࡢ‶㊊ᗘ
ࡶ㧗ࡃ࡞ࡾᢏᕤ⛉ෆ࡛ࡢෆ㒊⏕⏘㔞ࡶቑຍࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ṑᏛ㒊Ꮫ⏕ᑐࡋ࡚ࡣ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢࢹ࣮ࢱࡽ⿵⥛⨨ࡀᡂࡍࡿࡲ࡛ࡢ୍㐃
ࡢࢹࢪࢱ࣮ࣝ࣡ࢡࣇ࣮ࣟࢆయ㦂ࡉࡏࡿࡇࡼࡾ㸪Ꮫ⏕ࡽࡶ୍ᐃࡢホ౯ࡀᚓࡽࢀࡓ㸬
ࢹࢪࢱࣝṑ⛉デ⒪ࡢ୰࡛㸪ࢳ࣮࣒་⒪ࡋ࡚ṑ⛉ᢏᕤኈࡀ✚ᴟⓗཧ⏬ࡍࡿࡇࡼࡾデ⒪
㛫ࡢ▷⦰ࡸᢏᕤ〇సࡢ㉁ྥୖ⧅ࡀࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ꮫ⏕ᩍ⫱ࡶཧ⏬ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪ṑᏛ㒊㝔
ᐇ⩦⏕ࡢࢹࢪࢱ࣮ࣝ࣡ࢡࣇ࣮ࣟࡢ⌮ゎ㈉⊩࡛ࡁࡓ㸬
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P-27
高透光性ジルコニア接着ブリッジの支台装置厚みが機能時の表面歪みに及ぼす影響
○野田倫子，大森 哲，根本怜奈，瀧田美奈，三浦宏之
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科摂食機能保存学分野
Effect of retainer thickness of high translucent zirconia RBFPDs on the surface strain under the
functional loading
Noda M，Omori S，Nemoto R，Takita M，Miura H
Department of Fixed Prosthodontics, Graduate School of Medical and Dental Sciences, Tokyo
Medical and Dental University
Ⅰ．緒言
近年，接着ブリッジは審美的かつ低侵襲な治療方法として普及してきているが，全部被覆冠を
用いたブリッジの場合と比較し，脱離による再治療が多いとの報告がある．脱離は，機能時の補
綴装置の歪みによる局所的応力集中により剥離力が生じ，接着性レジンセメントが破壊されるこ
とにより生じると考えられている．
さらに近年高透光性ジルコニアが開発され，従来型ジルコニアと比較して審美性が改善された
ため，ジルコニア単体での補綴装置の製作が可能となった．しかし，高透光性ジルコニアの接着
ブリッジへの応用についての検討は未だ不十分である．
そこで本研究は，前歯部 1 歯欠損の接着ブリッジを高透光性ジルコニア，金銀パラジウム合金
にてそれぞれ作製し，咬合力が加わった際の支台装置に生じる歪みを測定・比較検討することに
より，高透光性ジルコニアの接着ブリッジの材料としての有用性を検討することを目的とした．
Ⅱ．方法
上顎右側側切歯欠損歯列（D51FE-500A-QF, Nissin）に対し，上顎右側中切歯および犬歯を支台
歯とした接着ブリッジによる修復を想定し，口蓋面0.5 mmベニア形成，基底結節部に幅1.0 mm，
深さ0.5 mmのホール，隣接部にグルーブ形成を行い，印象採得後，コバルトクロム合金を用いて
同形態の金属歯型を作製した．
コバルトクロム金属金型に接着ブリッジを高透光性ジルコニア（ラヴァエステティックジルコ
ニア，3M ESPE）および金銀パラジウム合金（キャストウェルM.C.〈金12％〉，ジーシー）で作製
した．高透光性ジルコニアは支台装置厚さ0.8 mmおよび0.5 mmとなるように作製した（以下，0.8LE
および0.5LE）．金銀パラジウム合金は支台装置厚さ0.8 mmとなるように作製した（以下，0.8M）．
ポンティックは0.8LE群および0.5LE群では全てジルコニアで製作し，0.8Mは硬質レジン（パール
エステ，トクヤマ）にて前装し試料とした．
シリコーン適合試験材（バイトチェッカー，ジーシー）を用いて各試料の内面適合を確認・調
整した後に，アルミナサンドブラスト処理，超音波洗浄を行い，接着性レジンセメント（パ
ナビアV５，クラレノリタケデンタル）を用いて金属金型へ合着し，その後，各支台装置表
面にひずみゲージ（KFG-1-120-D17-11-N30C2，KYOWA）を貼付し，室温にて24時間保管した．
万能試験機（オートグラフAGS-H，島津製作所）にてポンティック中央部に歯軸に対して45
度の方向から200Nの荷重を加え，各支台装置の歪みをセンサインタフェース（PCD-300B，
KYOWA）にて測定し，各群における最大主歪みを算出した．
Ⅲ．結果と考察
各支台装置の最大主歪み（標準偏差 S.D.）は，0.8LE では犬歯が 48.1（9.7），中切歯が 42.4
（5.3），0.5LE では犬歯が 48.8（2.3），中切歯が 31.5（6.3），0.8M では犬歯が 153.6（3.4），
中切歯が 88.4（6.6）という結果となった．
結果より 0.8M と比較して各 LE 群は歪みがはるかに小さな値を示したことから 0.8LE および
0.5LE は，0.8M と比較してセメント剥離のリスクおよび脱離のリスクは小さいことが示唆され，
高透光性ジルコニアの接着ブリッジへの有用性が示唆された．
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P-28
CAD ソフトに用いる全部床義歯形態ライブラリーの試作
○青木秀馬1,2，鈴木哲也1，塩沢真穂1，𡈽田優美3，大木明子4
1
東京医科歯科大学大学院口腔機能再建工学分野, 2有限会社睦デンタルセラミック,3東京医科
歯科大学大学院口腔機材開発工学分野, 4東京医科歯科大学大学院口腔基礎工学分野
Analysis of standard complete denture morphology for CAD software library
Aoki S1,2, Suzuki T1, Shiozawa M1, Tsuchida Y3, Oki M4
1
Department of Oral Prosthetic Engineering, Tokyo Medical and Dental University
2
Mutsumi Dental Ceramic Co., Ltd
3
Department of Oral Biomaterials Development Engineering, Tokyo Medical and Dental University
4
Department of Basic Oral Health Engineering, Tokyo Medical and Dental University
Ⅰ．緒言
歯科補綴装置の製作に用いる CAD/CAM システムはクラウン・ブリッジ分野から発展し，近年では有
床義歯分野での適用が進められている．しかし，全部床義歯においては，クラウン・ブリッジで用いら
れる形態ライブラリーが存在しないため，簡便に設計ができるという CAD ソフトのメリットを活かさ
れていない．一方，従来から「顎堤の吸収に関わらず，義歯には決まった形がある」という考えがあり，
標準形態といえる全部床義歯の形態を CAD ソフト上に提示できれば義歯床の設計が簡便になるはずで
ある．そのためには，全部床義歯の三次元形態を取得し解析する必要があるが，座標点の集合体である
形状データについて平均形態の算出や形態を特徴づける因子を分析することは困難である．そこで，
本研究では，人体の形態分析に用いられている相同モデル理論を応用して全部床義歯形態を特徴づけ
る主な因子を解明し，義歯の三次元標準形態を試作することを目的とした．なお，本研究は，東京医科
歯科大学歯学部倫理審査委員会の承認(D2017-001-02)を得て実施した．

Ⅱ．方法
同一術者(日本補綴歯科学会指導医)により製作，装着された良好に機能している上下顎の全部床義
歯の各10床を硬質石膏で複製した．これを三次元スキャナ(Artec Spider)と三次元形状データ編集ソ
フトウェア(Artec Studio 11)を用いてデジタルデータ化した．次に，相同モデル作成ソフトウェア
(mHBM)と相同モデル支援ソフトウェア(HBM-Rugle)を用いて平均形態を算出し，併せて主成分分析に
よる義歯床形態の分析を行った．

Ⅲ．結果および考察
上下顎の全部床義歯 10 床から得られた咬合時に
おける平均形態を図に示す．主成分分析により義歯
床形態を特徴づける９つの成分が抽出された．画像
として再現される変化か，第一主成分は，前歯の唇
舌的位置と推定された．下顎前突から正常の対合関
係そして上顎前突へと症例ごとの対合関係の多様
性が抽出されたと考える．第二主成分は，舌房の広
さと推定された．前頭面からみれば咬合高径の違い
を示す因子で，咬合高径が大きくなることは，舌房
の広さにつながる．各主成分から判明した形態との

図

平均形態と第一，第二主成分

変動因子は，今後 CAD ソフト上で義歯床を設計する際のパラメーターとしての応用が期待される．
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P-29
Y-TZP を用いたテレスコープクラウンの水中環境下での維持力
○柴田駿亮，鳥井克典，藤木 傑，田中順子，田中昌博
大阪歯科大学有歯補綴咬合学講座
Retentive force of telescopic Y-TZP crowns in water
Shibata S, Torii K, Fujiki S, Tanaka J, Tanaka M
Department of Fixed Prosthodontics and Occlusion, Osaka Dental University
Ⅰ．緒言
われわれはジルコニアを用いたテレスコープクラウンの臨床応用を目指し，Ce-TZP/A の最適な初
期維持力を得る条件や，着脱回数が維持力に及ぼす影響などを明らかにしてきた．さらに，口腔内
を想定した水中環境下での維持力において，乾燥状態よりも有意に高くなることを報告した．そこ
で今回は，Y-TZP を用いたテレスコープクラウンの水中での維持力を乾燥状態と比較し明らかにす
ることを目的とした．
Ⅱ．材料および方法
内冠は小臼歯を想定した支台歯と一体型とした．CAD ソフトウェアを用いて，長径 8 mm，短径 6
mm，高径 6.5 mm の円錐台形とし，1/2 テーパー角は 2°および 4°で設計した．設計したデータを
もとに CAM 装置を用いて Y-TZP（Aadva Zirconia ディスク，ジーシー）を切削加工し，焼結を行っ
た．その後，鏡面研磨を行い完成した．外冠は完成した内冠をデンタルスキャナーを用いてスキャ
ンしたのち，CAD ソフトウェアを用いて設計した．内冠と外冠とのスペースを 10 ㎛とし，外冠の
厚みは 0.4 mm とした．また外冠の着脱を行うため，2 か所にノブを付与した．外冠も内冠と同様に
Y-TZP で製作した．なお，外冠の研磨は行わなかった．内冠および外冠の試料は 5 組ずつ製作した．
維持力の測定は，内冠に外冠を復位し，卓上精密万能試験機（Ez Test，島津製作所）を用いて，外
冠に 25 および 50 N の荷重を 5 秒間負荷した．その後，クロスヘッドスピード 40 mm/min にて外冠
を垂直方向に牽引し，外冠離脱時の抵抗力の最大値を維持力とした．維持力の測定は，同一試料を
乾燥状態と水中環境下でそれぞれ 5 回ずつ行い，その平均値を代表値とした．統計学的解析は 1/2 テ
ーパー角 2°および 4°，荷重 25 および 50 N において，乾燥状態と水中環境下での維持力を対応の
ある t 検定で比較した．
Ⅲ．結果および考察
1/2 テーパー角 2°における荷重 25 および 50 N におい
て，乾燥状態と比較した水中環境下での維持力は，それぞ
れ平均 1.2 および 1.7 N の上昇が認められた（図）．同様に
1/2 テーパー角 4°ではそれぞれ平均 0.8 および 3.5 N の上
昇が認められた．統計学的解析の結果，テーパー角や荷重
にかかわらず，乾燥状態よりも水中環境下で有意に高くな
った（p＜0.05）．
口腔内では内冠と外冠の間に唾液が介在することから，
乾燥状態よりも高い維持力の発現が予想できた．テレスコープクラウンを製作する際，維持力の調
整時には唾液の影響も考慮する必要がある．
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歯冠および歯根の形態と各種骨格性不正咬合間の関連性
○江上佳那1，榎並裕美子1，富田侑希 1，疋田一洋2，飯嶋雅弘1
1
北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野,
2
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野
Relationship between crown-root morphology of anterior teeth in different skeletal malocclusion
Egami K1，Enami Y 1，Tomita Y 1，Hikita K 2，Iijima M1
1
Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, Department of Oral Growth and Development,
School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido
2
Division of Digital Dentistry, Department of Oral Rehabilitation, School of Dentistry, Health
Sciences University of Hokkaido
Ⅰ．緒言
矯正治療の目的である個性正常咬合の確立において，前歯の唇舌的傾斜は重要な因子の一つで
ある．歯科矯正治療では，顎顔面骨格の三次元形状を理解し，適切な歯軸傾斜を付与することが
必要とされる．我々は日常の臨床において，歯冠形態とパノラマエックス線からの歯軸の二次元
情報を参考に，ブラケットの位置づけやアーチワイヤーへのトルク付与を行っている．骨格系と
歯系が調和した個性正常咬合を確立するためには，歯冠と歯根の形態的特徴を三次元的に把握す
る必要がある．そこで本研究では，矯正治療患者に対して撮像されたコーンビームコンピュータ
ー断層撮影(CBCT)画像を用いて，歯冠および歯根の形態的特徴を調べるとともに，各種骨格性不
正咬合間における関連性を調査した．
Ⅱ．方法
本研究では，2018年10月から2019年12月までに北海道医療大学歯科クリニック矯正科を受診し
た28名（女性，平均年齢：19.4歳）を対象とした．初診時検査において撮像したCBCT画像と側面
頭部エックス線規格写真を研究資料として用いた．骨格系不正咬合の分類としては，セファロ分
析のANB角から前後的に3タイプ(ClassⅠ, ClassⅡ, ClassⅢ)に分類し，さらにFMA角から垂直的
に3タイプ（High angle, Medium angle, Low angle）に分類した．CBCT画像より，上下顎前歯(中
切歯，側切歯)の歯冠と歯根を定量的に分析した．歯冠については，セメントエナメル境から切縁
までを歯冠長，唇側最大豊隆部から舌側最大豊隆部までの幅を歯冠幅として測定した．歯根につ
いては，セメントエナメル境から根尖までを歯根長，頬側のセメントエナメル境から舌側のセメ
ントエナメル境までを歯根幅として測定した．加えて，歯冠軸と歯根軸からなる角度(コルム角)
を測定した．各計測の平均値を算出し，一元配置分散分析(ANOVA)とSheffe検定を用いて統計的に
比較した．コルム角，前歯の長さ及び幅の関連性については，Pearsonの相関係数を算出して検討
した．有意水準は0.05に設定した．
Ⅲ．結果と考察
歯冠および歯根の長さと幅，コルム角について，各種骨格性不正咬合のグループ間での有意差
は認められなかった．上顎中切歯のコルム角は，下顎中切歯と比較して，有意に大きい値を示し
た．また，上顎中切歯のコルム角は，上顎側切歯と比較して，有意に大きい値を示した．なお，
コルム角，歯冠及び歯根の長さと幅に相関関係は認められなかった．
このような多様な歯の形態的特徴を把握したうえで，矯正装置の選択やアーチワイヤーの屈曲
が行われることが個性正常咬合の確立において重要であるとともに，歯槽部の開窓や裂開のリス
ク軽減にも繋がることが考えられる．今後は，治療によりおこりうる歯根吸収等の形態的変化に
ついて，三次元的分析を検討予定である．
※なお，本演題発表に関連し，北海道医療大学倫理審査委員会(承認番号 第 180 号)より承認を得
ている．
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Clinical study of implant-supported CAD / CAM overdenture
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Fujisaki S㸪Kido H
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CT ࢹ࣮ࢱࡽୗ㢡㦵ࢹ࣮ࢱ㸪ṑ᰿ᙧ≧ࢹ࣮ࢱࢆ STL ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡚సᡂࡋࡓ㸬ḟ㸪◊✲⏝ᶍᆺ
ࡽᶍᆺᙧ≧ࢹ࣮ࢱࢆ STL ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ࡚సᡂࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢ STL ࢹ࣮ࢱࡽ㸪୕ḟඖ᭷㝈せ⣲ࣔࢹ
ࣝࡢᵓ⠏ࢆ⾜ࡗࡓ㸬୕ḟඖ᭷㝈せ⣲ࣔࢹࣝࡢᵓ⠏㝿ࡋ࡚㸪ṑ᰿⭷ࡢཌࡉࡣᩥ⊩್ࢆཧ⪃タᐃࡋ㸪
㢡ሐ⢓⭷ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ୗ㢡㦵ࢹ࣮ࢱᶍᆺᙧ≧ࢹ࣮ࢱࢆࡶసᡂࡋࡓ㸬⢓ᙎᛶᣲືࢆ♧ࡍ㢡ሐ⢓⭷
࠾ࡼࡧṑ᰿⭷ࡣᮦᩱᐃᩘࢆ⮬ືኚ࡛ࡁࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ⏝࠸࡚ᮦᩱ㠀⥺ᙧᛶࢆࡋࡓ㸬Ⲵ㔜᮲௳ࡣ㸪
ࢪ࣮ࢩ࣮♫〇ࣈ࣮ࣝࢩࣜࢥ࣮ࣥ࠾ࡼࡧࢹࣥࢱࣝࣉࣞࢫࢣ࣮ࣝࢆ⏝࠸࡚᥇ᚓࡋࡓညྜ᥋ゐ㒊㸪㠃✚࡞
ࡽࡧညྜຊࢆ㸪㒊ศᗋ⩏ṑࡢタィࡣ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓタィࡢ␗࡞ࡿࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱࢆゎ
ᯒࣔࢹࣝୖᫎࡉࡏ㸪୕ḟඖ᭷㝈せ⣲ἲゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ゎᯒࣔࢹࣝᐇ㝿ࡢᝈ⪅ࡽᚓࡽࢀࡓ⏕యሗ࡛࠶ࡿညྜ᥋ゐ㒊㸪㠃✚㸪ညྜຊࢆ୕ḟඖ᭷㝈せ
⣲ἲゎᯒᫎࡉࡏࡿᡭἲࡀ☜❧࡛ࡁࡓ㸬ࡇࡢᡭἲࢆ⏝࠸࡚୕ḟඖ᭷㝈せ⣲ἲゎᯒࢆ⾜ࡗࡓࡇࢁ㸪
⩏ṑタィࡢ㐪࠸ࡼࡿᛂຊศᕸ㸪⩏ṑᗋࡢኚ㔞ࡢ㐪࠸ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬௨ୖࡢࡇࡽ㸪
⏕యሗ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸࡚タィࡋࡓࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱࢆᫎࡉࡏࡓゎᯒࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡿࡇ
࡛㸪ᝈ⪅ಶேࡢ᭱㐺࡞㒊ศᗋ⩏ṑタィ࠾ࡅࡿຊᏛⓗ᳨ウࢆ⾜࠺ࡓࡵᚲせ࡞୕ḟඖ᭷㝈せ⣲ἲゎᯒ
ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬
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P-33
Deep Learning ࡼࡿᑠඣṑ⛉ᝈ᳨ฟ
⏣➉ۑἋ⧊1㸪ᓟ ⿱୍1㸪Ụཱྀ ㏱2, ᮧᒣ 㛗1
1
ᗈᓥᏛᏛ㝔་⣔⛉Ꮫ◊✲⛉་⒪ࢩࢫࢸ࣒ᕤᏛ, 2ᗈᓥᏛᏛ㝔ᕤᏛ◊✲⛉
Detection of dental and oral anomalies in children using deep learning approach
Takeda S1㸪Mine Y1㸪Eguchi T2, Murayama T1
1
Department of Medical System Engineering, Graduate School of Biomedical and Health Sciences,
Hiroshima University
2
Graduate School of Engineering, Hiroshima University
Ϩ㸬⥴ゝ
ṑࡣஙṑ࣭Ọஂṑࡶ≉ᚩⓗ࡞ᡂ㛗Ⓨ⫱ᵝᘧࢆ♧ࡍ㸬ࡑࡢ㐣⛬࠾࠸࡚㸪ṑࡢ␗ᖖ࠾ࡼࡧཱྀ
⭍࣭㢡࣭㢦㠃ࡢⓎ⫱␗ᖖ㸦௨ୗ㸪ṑ➼ࡢ␗ᖖ㸧ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇࡀ࠶ࡿ㸬ཎᅉࡢ✀㢮ࡸⓎ⏕ࡢ
ᮇ㸪㒊ࡣᵝࠎ࡛࠶ࡿࡀ㸪ᚋࡢᡂ㛗Ⓨ⫱ࢆ㚷ࡳ࡞ࡀࡽ㐺ษ࡞⒪ࢆࡍᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺
࡞ᝈࡢ୰ࡣ㸪ᑠඣṑ⛉་ᖌ࡛࠶ࢀࡤࣃࣀ࣐࢚ࣛࢵࢡࢫ⥺┿ࡼࡾẚ㍑ⓗᐜ᫆デ᩿ࡀྍ⬟
࡛࠶ࡿ୍᪉࡛㸪୍⯡ṑ⛉་ᖌ࡛ࡣデ᩿࣭⒪ࡀᅔ㞴࡞ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢ࠾࠸࡚㸪୍⯡
ṑ⛉་ᖌࡽ᪩ᮇᑠඣṑ⛉་ᖌ⤂ࢆಁࡍࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ᑠඣᑐࡍࡿṑ➼ࡢ␗ᖖࡢ⒪
࠾ࡼࡧணᚋࡢᨵၿ㠀ᖖព⩏ࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
Deep Learning ࡣேᕤ▱⬟◊✲ࡢ୍ศ㔝࡛࠶ࡾ㸪㏆ᖺᵝࠎ࡞ศ㔝࡛ᛂ⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ㸬་⒪ศ
㔝࠾࠸࡚ࡶእ࡛ࡣ࡞ࡃከᩘࡢ◊✲ࡀ⢭ຊⓗ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾ㸪⡿ᅜ࠾࠸࡚ࡣ⢾ᒀ⥙⭷
ࡢ⏬ീデ᩿㸦IDx-DR, IDx Technologies㸧ࡀ㸪᪥ᮏ࠾࠸࡚ࡣ⭠ࡀࢇࡢ๓ࡀࢇኚ࡛࠶ࡿ⭘⒆
ᛶ࣏࣮ࣜࣉࡢ⏬ീデ᩿㸦EndoBrain, ࢜ࣜࣥࣃࢫ㸧ࡀ㸪ࡑࢀࡒࢀ་⒪ᶵჾࡋ࡚つไᙜᒁࡽㄆྍ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࣃࣀ࣐࢚ࣛࢵࢡࢫ⥺┿ࡽṑ➼ࡢ␗ᖖࡢ᭷↓ࢆ᳨ฟࡍࡿデ᩿⿵ຓࢩࢫࢸ
࣒ࡢ㛤Ⓨࢆ┠ᣦࡋ㸪ᇶ♏ⓗ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᮏ◊✲ࡣ㸪ᗈᓥᏛᏛ◊✲⌮ᑂᰝጤဨࡢᢎㄆࢆᚓ࡚ᐇࡋࡓ㸦ᢎㄆ␒ྕ㸸E-1357㸧㸬2011
ᖺ4᭶1᪥ࡽ2018ᖺ3᭶31᪥ࡲ࡛ᗈᓥᏛ㝔ᑠඣṑ⛉ࢆཷデࡋࡓᝈ⪅ࢆᑐ㇟ࡋࡓ㸬ᑐ㇟ࡢ୰
ࡽ70ྡࡢࣃࣀ࣐࢚ࣛࢵࢡࢫ⥺┿ࢆᢳฟࡋࡓ㸬ᢳฟࡋࡓᑐ㇟⪅ࡢ᭶㱋ࡣ6ṓ5ࣨ᭶ࡽ9ṓ0ࣨ᭶
࡛㸪⏨ඣ41ྡዪඣ29ྡ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᢳฟࡋࡓࣃࣀ࣐࢚ࣛࢵࢡࢫ⥺┿ࢆᗈᓥᏛ㝔ᑠඣṑ⛉ᡤᒓ
ࡢṑ⛉་ᖌࡀデ᩿ࡋ㸪ᖖඣ࠾ࡼࡧࡑࢀ௨እ㸦ṑ➼ࡢ␗ᖖࢆᣢࡘᝈඣ㸧ࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬ඛኳᛶ
Ḟᦆ㸪ṑ∳⭘㸪࠾ࡼࡧ㐣ṑࢆྵࡴ18ᝈࢆṑ➼ࡢ␗ᖖࡋࡓ㸬ேᕤ▱⬟ᵓ⠏⏝ࢯࣇࢺ࢚࢘ࣛ
ࣈࣛࣜࡋ࡚keras㸦ver2.1.5㸧㸪ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡋ࡚TensorFlow㸦ver1.8.0㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪␚
ࡳ㎸ࡳࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦Convolutional Neural Network㸪CNN㸧ࢆᵓ⠏ࡋࡓ㸬CNNࡢࣔࢹ
ࣝࡋ࡚AlexNetࢆᨵኚ㸪ࡶࡋࡃࡣInception-v3ࢆ㌿⛣Ꮫ⩦ࡉࡏ⏝ࡋࡓ㸬ᵓ⠏ࡋࡓDeep CNNࡣ㸪
ࣃࣀ࣐࢚ࣛࢵࢡࢫ⥺┿ࢆධຊࡋ㸪ṑ➼ࡢ␗ᖖࡢ᭷↓ࢆฟຊࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࣝࢦࣜࢬ࣒
ᑐࡋ࡚㸪ᖖඣṑ➼ࡢ␗ᖖࢆᣢࡘᝈඣࡢࣃࣀ࣐࢚ࣛࢵࢡࢫ⥺┿ࢆࡑࢀࡒࢀᏛ⩦ࡉࡏࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ࣃࣀ࣐࢚ࣛࢵࢡࢫ⥺┿ࡽ㸪ṑ➼ࡢ␗ᖖࡢ᭷↓ࢆ㆑ูࡍࡿ Deep CNN ࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ㸪
ᮏ◊✲ࡽ Deep Learning ࢆᛂ⏝ࡋࣃࣀ࣐࢚ࣛࢵࢡࢫ⥺┿ࡢṑ➼ࡢ␗ᖖࡢ᭷↓ࡢ᳨ฟ᭷⏝࡛
࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ᚋࡣᏛ⩦⏝ࡍࡿࣃࣀ࣐࢚ࣛࢵࢡࢫ⥺┿ࡢᩘࢆቑࡸࡍࡶ㸪
ࢹ࣮ࢱᣑᙇ࠾ࡼࡧࣁࣃ࣮ࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࢆ᭱㐺ࡍࡿࡇ࡛㸪ࡼࡾ⢭ᗘࡢ㧗࠸ࣝࢦࣜࢬ࣒ࡢᵓ
⠏ࢆ┠ᣦࡍ㸬
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P-34
ṑ⛉⏝ෆど㙾࣓࢝ࣛࢆే⏝ࡋࡓୖ㢡Ὕᗏᣲୖ⾡
ۑᯇᮏᙬᏊ㸪ຍຍᜨ㸪㧘ᶫెᏊ㸪㇂ཱྀ♸㸪ᰗ ᮰㸪ᇛᡞᐶྐ
⚟ᒸṑ⛉ᏛညྜಟᏛㅮᗙཱྀ⭍ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝
Maxillary sinus floor elevation supported by endoscope camera
Matsumoto A㸪Kakura K㸪Takahashi Y㸪Taniguchi Y, Yanagi T㸪 Kido H
Section of Oral Implantology Department of Oral Rehabilitation Fukuoka Dental College
Ϩ㸬⥴ゝ
་⛉࡛ࡣ㸪ෆど㙾ࢆ⏝࠸ࡓపく࡛┤どⓗ࡛Ᏻ࡞᳨ᰝࡸእ⛉ᡭ⾡ࡀከࡃ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ෆど
㙾ࢆ⏝࠸ࡓᡭᢏࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣ㸪┤᥋┠どࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞࠶ࡿ࠸ࡣど㔝ࡢ⊃࠸⾡㒊ෆど㙾ࢆ
ᤄධࡋ㸪ࡑࡢᫎീࢆࢹࢫࣉ࡛ࣞ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ㸪᭱ᑠ㝈ࡢく࡛ྍどࡋᏳ᳨ᰝࡸᡭ⾡ࢆ
⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪」ᩘࡢ་ᖌࡸࢥ࣓ࢹ࢝ࣝࢫࢱࢵࣇࡀྠᫎീࢆ☜
ㄆࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ෆど㙾ࢆ⏝࠸ࡓ⒪ࡀṑ⛉ࡶᑟධࡉࢀ㸪ཱྀ⭍እ⛉
㡿ᇦ㸪ᄟୗᶵ⬟ホ౯ࢆࡣࡌࡵ㸪⌧ᅾࡣṑ࿘⒪㸪ṑෆ⒪ᛂ⏝ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㸬
ཱྀ⭍ࣥࣉࣛࣥࢺ⒪࠾࠸࡚㸪ࣛࢸࣛࣝࣉ࣮ࣟࢳࡲࡓࡣࢡࣞࢫࢱࣝࣉ࣮ࣟࢳ㸦ࢯࢣࢵࢺ
ࣜࣇࢺ㸧ࡼࡿࢧࢼࢫࣜࣇࢺࡣど㔝ࡀ⊃ࡃᬯ࠸ࡓࡵ㸪ᡭ⾡㒊ࡢ┤どࡀ㞴ࡋ࠸ฎ⨨ࡢ୍ࡘ࡛࠶
ࡿ㸬ࣛࢸࣛࣝࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿࢧࢼࢫࣜࣇࢺࡣ㛤❆㒊ࡢࡁࡉࡀไ㝈ࡉࢀࡿࡓࡵ㸪ୖ㢡Ὕᗏ⢓
⭷ࡢᣲୖჾලࢆᤄධࡋࡓሙྜ㸪ჾලࡢඛ➃ࡣ┤ど࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇࡀከ࠸㸬ࢯࢣࢵࢺࣜࣇࢺ
࡛ࡣᣲୖࡍࡿ⢓⭷ࡣ┠どྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᅇ㸪ࢯࢣࢵࢺࣜࣇࢺࡸࣛࢸࣛࣝࣉ࣮ࣟࢳ
ࡼࡿࢧࢼࢫࣜࣇࢺ࡛⏝ྍ⬟࡞ࢧࢬࡢṑ⛉⏝ෆど㙾࣓࢝ࣛ㸦࢚ࢫ࢝ࣝࢦ࢝ࣥࣃࢽ࣮㸧ࢆ⏝࠸
࡚㸪⾡㔝ࢆ☜ㄆࡋᡭ⾡ࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
1㸬ᝈ⪅ࡣ 61ṓ 㸪⏨ᛶ㸪ዟṑ࡛ჶࡵ࡞࠸ࡇࢆッ H29ᖺ9᭶ᙜ㝔ࢆཷデࡋࡓ 㸬
#21,25,27,34ࡀಖᏑྍ⬟ุ᩿ࡉࢀ㸪ᢤṑᚋࡢ⒪ࡋ࡚ᅛᐃᛶࡢࣥࣉࣛࣥࢺࢆᕼᮃࡉࢀ㸪
ᙜ⛉ࢆཷデ࡞ࡗࡓ㸬ࢧࢼࢫࣜࣇࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ࢯࢣࢵࢺࣜࣇࢺࢆే⏝ࡋࡓࣥࣉࣛࣥࢺᇙ
ධᡭ⾡ࢆィ⏬ࡋࡓ㸪㦵ࡢษ๐≧ែࡢ☜ㄆࡢࡓࡵෆど㙾࣓࢝ࣛࢆే⏝ࡍࡿࡇࡋࡓ㸬
2㸬 ᝈ⪅ࡣ62ṓ㸪ዪᛶ㸪ᕥୖࡢࣥࣉࣛࣥࢺࡀ③࠸ࡇࢆッᙜ㝔ࢆཷデࡋࡓ㸬26┦ᙜ
㒊ࡢࣥࣉࣛࣥࢺࡀ࿘ᅖ⅖ࡢࡓࡵ㝖ཤ࡞ࡾ㏣ຍᇙධࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓ㸬㝖ཤࡋࡓࣥࣉࣛࣥࢺ
ࡣࢯࢣࢵࢺࣜࣇࢺࢆే⏝ࡋ࡚ᇙධࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ୖ㢡Ὕᗏࡣ᭷ⱼᛶࡢ㦵㝯㉳ࢆㄆࡵࡓ㸬ࢩ࣑ࣗࣞ
࣮ࢩ࡚ࣙࣥᗘࢧࢼࢫࣜࣇࢺࡀᚲせ࡛࠶ࡿデ᩿ࡋࡓ㸬᭷ⱼᛶࡢ㦵㝯㉳࿘ᅖࡢ⢓⭷ࡢ㞳ࢆ
☜ㄆࡍࡿࡓࡵෆど㙾ࢆే⏝ࡍࡿࡇࡋࡓ㸬ᮏ࡛ࡣ⾡๓3Dᶍᆺ࡚ෆど㙾ࢆ⏝࠸ࡓᡭᢏࡢ
☜ㄆࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ࢯࢣࢵࢺࣜࣇࢺ࡛ࡣ⾡୰㦵ࡢ≧ែࡢ☜ㄆࢆྍ⬟ࡋࡓ㸬ࣛࢸࣛࣝࣉ࣮ࣟࢳࡼࡿࢧࢼࢫ
ࣜࣇࢺ࡛ࡣ㸪᭷ⱼᛶࡢ㦵ୖ㢡Ὕᗏ⢓⭷ࢆྍど࡛ᣲୖࡍࡿࡇࢆྍ⬟ࡋࡓ㸬ᅇ⏝࠸ࡓෆど
㙾࣓࢝ࣛࡣእᙧ 3.0 mm㸪LED ࣛࢺࡁ࡛࠶ࡗࡓ㸬࣓࢝ࣛࡢࡁࡉ㸪↷᫂ࡢ᫂ࡿࡉ㸪↔Ⅼ㊥㞳㸪
࣓࢝ࣛࡢゎീᗘ㸪ᣑ⋡ࡣ⾡㔝ࡢ☜ㄆ㐺ࡋ࡚࠸ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᅇ⏝ࡋࡓෆど㙾࣓࢝ࣛࡣᒓࡢ
ࢯࣇࢺࢆ⏝ࡍࡿࡇࡼࡾ 10 ಸࡲ࡛ᣑࡋ࡚ࣔࢽࢱ࣮ᢞᙳࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛㸪㟼Ṇ⏬ࡸື⏬
ࡼࡿグ㘓ࡀᐜ࡛᫆࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪⊃࠸⾡㔝ࡢሗࢆඹ᭷࡛ࡁ㸪ࢫ࣒࣮ࢬ࡞ᡭ⾡ࢆྍ⬟ࡋ㸪
Ꮫ⏕ᩍ⫱࡞ᛂ⏝࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࡇࡼࡾ㸪ࢧࢼࢫࣜࣇࢺ࠾ࡅࡿෆど㙾࣓࢝ࣛ
ࡢࡍࡿࡇࡣ᭷⏝࡛࠶ࡿ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
㸦⒪ࡣࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻࢥࣥࢭࣥࢺࢆᚓ࡚ᐇࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪Ⓨ⾲ࡘ࠸࡚ࡶᝈ⪅ࡢྠពࢆᚓࡓ㸧
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P-35
ࣛࢼ࣮ᆺ▹ṇ⨨ࡀⓎࡍࡿṑ∳Ⲵ㔜ࡢࢹࢪࢱࣝ⏬ീ┦㛵ἲࡼࡿィ
ۑሷ❤⣲ဢ1㸪୰⣡ஂ1㸪⃝ᮧⴌ㤶1㸪ᒣཱྀ┤ᕼ2㸪㧗㔝┤ᶞ2㸪ᵐᏹኴ㑻1
1
ᏛṑᏛ㒊ṑ⛉▹ṇᏛㅮᗙ, 2᠕⩏ሿᏛ⌮ᕤᏛ㒊ᶵᲔᕤᏛ⛉
A method to measure tooth load exerted by orthodontic aligner appliance
Shiogama M1㸪Nakano H1㸪Sawamura M1㸪Yamaguchi N2㸪Takano N2㸪Maki K1
1
Department of Orthodontics, School of Dentistry, Showa University
2
Department of Mechanical Engineering, Keio University
Ϩ㸬⥴ゝ
㏆ᖺ, ࣛࢼ࣮ᆺ▹ṇ⨨㸦௨ୗ, ࣛࢼ࣮㸧ࡼࡿ▹ṇ⒪ࡀᮏ᱁ࡋ࡚࠸ࡿ. ࡋࡋ,
ṑᑐࡋ࡚ࡢᵝ࡞▹ṇຊࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿィ ࡍࡿࡢࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ. ▹ṇຊࡣኚᙧࡋࡓ࣏࣐ࣜ
࣮〇ࣛࢼ࣮ࡢᙎᛶᅇຊ㉳ᅉࡍࡿࡇࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡣࣛࢼ࣮ࡢኚᙧ࠾ࡼࡧࡦࡎࡳศ
ᕸࢆࢹࢪࢱࣝ⏬ീ┦㛵ἲ㸦Digital Image Correlationἲ ; ௨ୗDICἲ␎ࡍ㸧ࢆ⏝࠸࡚ィ ࡋ㸪
㛫᥋ⓗ▹ṇຊࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ. DICἲࡣ㸪ࣛࢼ࣮⾲㠃ୗᆅࣛࣥࢲ࣒
ࣃࢱ࣮ࣥࢆሬᕸࡋ㸪2ྎࡢ࣓࢝ࣛࡼࡿࢫࢸࣞ࢜ど࡛㸪ኚᙧࡢࣃࢱ࣮ࣥࡢኚࢆ㏣ᑿࡍࡿࡇ࡛㸪
ീ⠊ᅖయࡢኚ㸪ࡦࡎࡳศᕸࢆ⟬ฟࡍࡿ᪉ἲ࡛࠶ࡿ. ࠶ࢃࡏ࡚㸪ຍᅽᡂᙧࡋࡓ࣏࢚ࣜࢳࣞࣥ
㸦PE㸧〇ࣛࢼ࣮ࡢᯈཌศᕸࢆィ ࡋࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ.
ϩ㸬᪉ἲ
ᮏ◊✲࡛ࡣୖ㢡ᕥഃ≟ṑࡢ⛣ືࢆᐃࡋ㸪▹ṇ⒪㐣⛬ࡢ1ẁ㝵ࡔࡅࢆ
ᑐ㇟ࡍࡿ. ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ୖ㢡ᕥഃ≟ṑࡢ0.25 mmࡢ⛣ື㝈ᐃࡍࡿ.DICἲ
ࡼࡿィ ࢆ⾜࠺ࡣ㸪ィ 㛤ጞⅬࡢኚ,ࡦࡎࡳࢆࢮࣟࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࡓࡵ,㓄ิᩚࡢ↓࠸ṑิᶍᆺࣛࢼ࣮ࢆ╔ࡋࡓ≧ែࢆィ
㛤ጞⅬࡋ㸪ṇᖖṑิࡽୖ㢡ᕥഃ≟ṑࡀ㢋ഃ0.25 mm㐓⬺ࡋࡓⅬࡢ
ኚ㸪ࡦࡎࡳศᕸࢆィ ࡍࡿࡇࡋࡓ㸬
ࡇࡢィ ࢆ⾜࠺ࡣ㸪≟ṑࡢ⛣ືࢆ⾜࠺ᑓ⏝ᐇ㦂ჾලࢆ㛤Ⓨࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿ㸬ᮏሗ࿌࡛ࡣ㸪ࣉࣟࢺࢱࣉᶵࡋ࡚㸪ୖ㢡ᕥഃ≟ṑࡢ⛣ື࡛ࡣ࡞ࡃ㸪 ᅗ ࣛࢼ࣮ࡢ
㈇Ⲵᐇ㦂ჾල
ᅗ♧ࡍ㏻ࡾ㸪ୖ㢡ᕥഃ≟ṑṑෙ୰ኸ㒊ࣛࢼ࣮ࡢྠṑࡢ⯉ഃ✰ࢆ
㛤ࡅ㸪ࣛࢼ࣮┤᥋㈇Ⲵࢆ࠼ࡿࡇࡼࡾ㸪ࣛࢼ࣮ࡢኚᙧ⬟ࢆ
ㄪᰝࡋࡓ㸬≉㸪ࣛࢼ࣮ࡢ࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢᙳ㡪ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓ㸬ᅗ୰ࡢ㓄ิ≧ែᩚࡢ↓
࠸ṑิᶍᆺࡣࢽࢵࢩࣥ♫〇㢡ែᶍᆺ㸦E1-541㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࣛࢼ࣮ࡣཌࡉ0.75 mmࡢPEࢩ࣮ࢺ
㸦Duran, SCHEU DENTAL㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ࣂ࢜ࢫࢱ࣮Ϭ㸦SCHEU DENTAL㸧ࡼࡾຍᅽᡂᙧࡋࡓ.ࣛ
ࢼ࣮ࡢ㈇Ⲵࡣ࣐ࢡ࣓࣮ࣟࢱ࣮㸦࣑ࢶࢺࣚ㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ຍᅽᡂᙧᚋࡢࣛࢼ࣮ࡢᯈཌศᕸ
ࡢ ᐃࡣ࣐ࢡࣟCTࢆ⏝࠸ࡓ㸬DICἲࡼࡿィ ࡣARAMIS㸦GOM㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
࣐ࢡ࣓࣮ࣟࢱ࣮ࡼࡾ࠼ࡓⲴ㔜Ⅼኚࡀ 0.25 mm ࡢⅬࡢኚࢥࣥࢱ࣮ᅗࡽ㸪ୖ㢡ᕥഃ
≟ṑࡢṑ᰿ഃࡢኚࡀࡁࡃ㸪ࡲࡓ㸪⮻ṑഃࡼࡾษṑഃࡢኚࡀࡁ࠸ࡇࡀࢃࡗࡓ㸬࣐࣮ࢪ
ࣥ㒊ࡀ᭷ࡿࣛࢼ࣮࡛ࡣ㸪࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢኚࡀࡁ࠸ࢃࡾ㸪ṑࡢ୰ኸ㒊࡛ࡢኚࡣᑠࡉ
ࡗࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡀ↓࠸ሙྜࡣ≟ṑࡢయኚࡀほᐹࡉࢀࡓࡀ㸪࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡀ᭷
ࡿሙྜࡣኚࡀ⏕ࡌࡿ⠊ᅖࡀⲴ㔜Ⅼ㏆ഐ㝈ᐃࡉࢀࡓ㸬ୗ㒊ᣊ᮰ࡀ↓࠸࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢኚᙧ࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࡀᾘ㈝ࡉࢀࡓࡓࡵ᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬ࡋࡋ㸪࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡀ↓࠸ሙྜࡶ⮻ṑഃṑ㛫㒊࡛ኚ
ศᕸࡣ㐃⥆ⓗῶᑡࡋࡓ㸬᭱ࡦࡎࡳࢥࣥࢱ࣮ᅗࡽࡣ㸪࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢ᭷↓ࢃࡽࡎ㸪
ୖ㢡ᕥഃ≟ṑษṑഃࡢṑ㛫㒊ࡦࡎࡳ㞟୰ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡀ㸪⮻ṑഃṑ㛫㒊࡛ࡣ㢧ⴭ࡞ࡦࡎࡳ㞟୰
ࡣ࡞ࡗࡓ㸬ᯈཌศᕸࡣ㸪≟ṑ୰ኸ㒊ࡢᯈཌẚࡋ࡚ṑ㛫㒊࡛ࡣⷧࡗࡓࡀ㸪୧ṑ㛫࡛ẚ㍑ࡍࡿ
㢧ⴭ࡞㐪࠸ࡣ࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚ࡦࡎࡳ㞟୰ࡣ㸪ᯈཌศᕸຍ࠼࡚㸪ྛṑṑ㛫㒊ࡢᙧ≧࠾
ࡼࡧⲴ㔜᪉ྥ㸦ṑࡢ⛣ື᪉ྥ㸧ࡢᙳ㡪ࢆࡶཷࡅࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡢ᭷↓㛵
ࡋ࡚ࡣ㸪ኚᙧࡋࡸࡍ࠸࣐࣮ࢪࣥ㒊ࡀ᭷ࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀᾘ㈝ࡉࢀ㸪ࣛࢼ࣮ࡢኚࡢ್ࡔࡅ࡛
࡞ࡃኚᙧ࣮ࣔࢻࡶ㐪࠸ࡀ⏕ࡌࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᙎᛶᅇຊ㉳ᅉࡍࡿ▹ṇຊࡶᕪ␗ࡀ⏕ࡌࡿ
᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬ᚋࡣ࣮ࣟࢻࢭࣝࢆᐇࡋ࡚Ⲵ㔜್ࡢィ ࢆ⾜࠺ࡶ㸪ࣛࢼ࣮ࡢ┤᥋㈇
Ⲵ࡛ࡣ࡞ࡃṑࡢ⛣ືࡀྍ⬟࡞ჾලࢆ㛤Ⓨࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
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P-36
歯科矯正治療におけるマニュアルセットアップ模型とデジタルセットアップ模型の
比較
○榎並裕美子1，疋田一洋2,富田侑希1，江上佳那1,飯嶋雅弘1
1
北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系歯科矯正学分野,
2
北海道医療大学歯学部口腔機能修復・再建学系デジタル歯科医学分野
Comparision of manual setups and digital setups in orthodontic treatment
Enami Y1，Hikita K2，Tomita Y1，Egami K1，Iijima M1
1
Division of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics，Department of Oral Growth and Development,
2
Division of Digital Dentistry，Department of Oral Rehabilitation，School of Dentistry，Health Sciences
University of Hokkaido
Ⅰ．緒言
近年，デジタルテクノロジーを応用した歯科矯正治療が普及し，口腔内スキャナを使用して入力し
たデジタル歯列データから，仮想歯列デジタルセットアップ模型の作製が行われている．しかし，デジ
タルセットアップ模型は従来のマニュアルセットアップ模型と比較しその再現性に関して明らかにさ
れていない．特に抜歯治療は，非抜歯治療と比較し歯の移動量や咬合の変化が大きく，デジタルセット
アップ模型の再現性に及ぼす影響は大きいと考えられる．そこで本研究では非抜歯治療および抜歯治
療のマニュアルセットアップ模型とデジタルセットアップ模型を比較し，デジタルセットアップ模型
の有用性を検証することを目的とした．
Ⅱ．方法
矯正治療を目的に受診した患者のうち，非抜歯で矯正治療を行った 10 名，上下顎ともに左右の第一
小臼歯および第二小臼歯の抜去を行った 10 名の計 20 名を対象とした．初診時の患者の口腔内を口腔
内スキャナ(iTero)にて光学印象採得を行い，STL 形式で患者の歯列データを保存した．このデータか
ら，一人の歯科医師の指示の元，マニュアルセットアップ(模型 A)とデジタルセットアップ(模型 B) を
作製した．模型 A はデスクトップ型スキャナ(Aadva Scan D2000）を用いて計測を行い，STL データを
取得した．三次元計測ソフトウェア(Ortho Analyzer)を用い７項目(歯列弓長，歯列弓長径，歯冠幅径，
Overjet， Overbite，Tip，Torque，Rotation) について計測し，その結果を Bonferroni 法にて統計学的有
意差を検討した．
Ⅲ．結果と考察
非抜歯および抜歯治療の模型 A と模型 B の歯列データにおいて歯列弓長，長径，幅径,Over jet，Over
bite の項目において有意差は認められなかった．しかし，各歯の Tip，Torque，Rotation の項目におい
て，非抜歯では側切歯，犬歯，大臼歯部，抜歯では犬歯，第二小臼歯，大臼歯部において有意差が認め
られた．デジタルセットアップ模型はマニュアルセットアップ模型と比較してすべての項目で小さい
値を示す傾向が認められた．このことより非抜歯及び抜歯において両者の模型は異なることが示唆さ
れた．デジタルセットアップ模型では，Tip，Torque，Rotation の項目において左右差が比較的少ない傾
向が認められた．術者の感覚で配列されるマニュアルセットアップ模型は煩雑な技工操作，技量が必
要である．一方，デジタルセットアップ模型は，CBCT を用いて歯根，歯槽骨に配慮し，適切な咬合接
触を考慮した緻密な配列を行うことを可能とする．今後歯科矯正治療においてさらに普及が拡大する
と考えられた．
なお，本研究は北海道医療大学倫理委員会の承認を得て遂行された(承認番号第 142 号)．
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P-37
ラミネートベニア修復へのコンピュータシミュレーションガイドプレートの応用
○一志恒太1，谷口祐介2，松本彩子2，加倉加恵2，濵中一平3，城戸寛史1,2
1
福岡歯科大学医科歯科総合病院中央技工室，2福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント
学分野，3福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野
Application of computer simulation guide plate to laminate veneer restoration
Isshi K1，Taniguchi Y2，Matsumoto A2，Kakura K2，Hamanaka I3，Kido H1,2
1
Fukuoka Dental College Medical&Dental General Hospital Central Dental Laboratory
2
Section of Oral Implantology, Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College
3
Division of Removable Prosthodontics, Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College
Ⅰ．緒言
ラミネートベニアの修復は，生活歯の形成量を低減できる審美修復のひとつである．しかし，
形成量の過不足は，修復物の形態不良や適合不良，色調不良，強度不足，さらに知覚過敏に繋が
ることがある．また，支台歯形成前に準備した暫間修復物を形成後の支台歯に適合させる手順は
煩雑であり，形成と同様に術者の技術的な熟練度に治療結果が左右される可能性がある．今回，
診断時からコンピュータを用いて歯冠形態と支台歯形成のシミュレーションを行い，形成量や暫
間修復物の調整，さらに最終修復物装着用に使用するコンピュータシミュレーションガイドプレ
ートを製作しておくことで，正確な支台歯形成を達成し，暫間修復物と，最終修復物の良好な適
合を得られたので報告する．
Ⅱ．方法
44 歳女性．治療の痕が沢山あって見た目が気になることを主訴に 2018 年 12 月来院した．現症
は，上顎右側側切歯から上顎左側中切歯までの 3 歯，前歯部歯質と CR 充填部に色調の不一致が
認められた．治療方針としてラミネートベニア治療を選択し，患者の同意も得られた．
口腔内スキャナー（TRIOS3，3Shape）にて光学印象採得を行った．スキャンデータを用い歯科
用設計ソフト（Dental Designer，3Shape）を用いて支台歯形成のシミュレーションを行った．その
シミュレーションデータから設計ソフト（Geomagic Freeform Plus Software，3D Systems）にて支台
歯形成用ガイドプレートを製作した．
形成用ガイドプレートを用いてラミネートベニアの支台歯形成を行い，暫間修復物の適合調整
を行った．また，口腔内スキャナーにて精密印象を行い，ラミネートベニアを製作し，口腔内に
接着性レジンセメントにて接着した．
Ⅲ．結果と考察
支台歯形成や暫間修復物調整，最終修復物装着にコンピュータシミュレーションガイドプレー
トを使用することにより，術者の技術的な側面を軽減できる治療システムを構築することができ
たと示唆される．また，支台歯形成前に，ある程度の形成量を 3 次元画像にて把握することがで
きるため，術者の支台歯形成用ナビゲーションのみならず，患者説明用の資料としても活用する
ことが可能であり，より正確性の高い治療となることが考えられた．
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医歯薬出版株式会社

デンツプライシロナ株式会社

Ivoclar Vivadent 株式会社

デンテックインターナショナル株式会社

株式会社エトスコーポレーション

東ソー株式会社

カボデンタルシステムズ株式会社

株式会社トクヤマデンタル

株式会社カム・ネッツ

株式会社ニッシン

クインテッセンス出版株式会社

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

クラレノリタケデンタル株式会社

株式会社白鵬

クルツァージャパン株式会社

株式会社ピーディーアール

ケン・デンタリックス株式会社

株式会社ヒョーロン・パブリッシャーズ

コアフロント株式会社

株式会社ブレーンベース

株式会社三和デンタル

株式会社モモセ歯科商会

株式会社歯愛メディカル

株式会社モリタ

株式会社ジーシー

YAMAKIN 株式会社

株式会社ジオメディ

山八歯材工業株式会社

株式会社シケン

株式会社ヨシダ

株式会社松風

株式会社リック

ストローマン・ジャパン株式会社

和田精密歯研株式会社

スリーエムジャパン株式会社

DTI 事業部

（以上五十音順）

一般社団法人日本デジタル歯科学会第11回学術大会の開催に関する費用の一部については，上記企業
のご援助を戴きました．
ここに厚く御礼申し上げます．
一般社団法人 日本デジタル歯科学会第 11 回学術大会
大会長 武部
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