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大会長挨拶
この度，平成 30 月 4 月 14 日（土）〜 15 日（日）の 2 日間，盛岡市のアイーナいわて県民情報交
流センター（メイン会場：小田島組☆ほ〜る）において第 9 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．
今回のテーマは「Cutting Edge Digital Dentistry

─ヴァーチャルからリアルへ─」としました．

インフォメーションテクノロジー（IT）の急速な発展は，歯科臨床のありかたを大きく変革させよ
うとしており，CAD/CAM（Computer Aided

Design / Computer Aided Manufacturing）技術の導

入により，デジタル・デンティストリーと称される手法が，各診療ステップで確立されつつありま
す．インプラント治療の領域では，サージカルガイドだけでなく，埋入窩の形成を行う際，ドリル
の先端の位置をリアルタイムでモニターすることが可能なダイナミック・ナビゲー ションシステ
ム，口腔内スキャナーを用いた光学印象 採得法も適用されつつあります．また，教育では支台歯
形成の形態，切削量，アンダーカットの有無などを評価するシステムが現場に導入されつつあり，
様々な歯科の分野で新しいシステム，新しい製品が発表されております．
特別講演 1 では，大阪大学の矢谷博文先生に『セラミック補綴と接着の現状』を，特別講演 2 で
は東京医科歯科大学の三浦宏之先生に『現在の CAD/CAM 臨床と今後の展望』をご講演いただき
ます．教育講演では『デジタル歯科の未来を探る』と題して梅原一浩先生（梅原歯科医院）と馬場
一美先生（昭和大学）にご講演いただきます．さらにシンポジウムは 4 つ企画しております．シン
ポジウム 1 は『光学印象のデジタルワークフロー』
，シンポジウム 2 は『歯科治療における新たな
デジタルワークフロー』
，シンポジウム 3 は『デジタル技工の最前線』
，シンポジウム 4 は『デジタ
ル義歯製作の現在と今後の展開』を予定しております．それぞれ興味のある講演になることでしょ
う．それ以外にも企画講演を 7 つ，ランチョンセミナー 3 つ，特別セミナーをご用意しています．
一般講演は 11 演題，ポスター発表は 33 題と盛り沢山です．
デジタル歯科学会の会員数も 600 名を超え，毎年活発な発表が行われてきました．今回の学術大
会のプログラムにおいても，最新の情報交換がなされ，今後のデジタル・デンティストリーの方向
性を再確認できるものと期待しています．
まだ少し寒さは残りますが，すがすがしい，春の盛岡を楽しんでいただけるよう，スタッフ一同
準備いたしました．皆様に「第 9 回大会に参加されてよかった」と心から思っていただける学会に
なればと祈念しております．
一般社団法人

日本デジタル歯科学会第 9 回学術大会
大会長
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近藤

尚知

タイムスケジュール（１日目）
１日目

9：00

平成 30 年 4 月 14 日（土）
企業展示会場
第１会場
第２会場
第３会場
（４階 県民プラザ，
（７階 小田島組☆ほーる） （８階 会議室 803） （８階 会議室 812） アイーナスタジオ）

ポスター会場

（５階 ギャラリー
アイーナ）

10：00
10：00 −11：00

日本デジタル歯科学会
理事会
11：00
11：00 −12：00
11：30 −

12：00

受

付

日本デジタル歯科学会
平成30年度定時社員総会

11：20 −12：30

12：00 −12：15

12：20 −12：40

ポスター

平成30年度第 2 回理事会（新理事）

掲示

開会式・大会長講演
13：00
13：10 −13：50

一般口演
（O-1～O-4）
14：00

13：50 −14：30

一般口演
（O-5〜O-8）
14：40 −15：10

15：00

一般口演（O-9〜O-11）

13：10 −13：40

企画講演 1
㈱ジーシー

12：30 −15：20

13：40 −14：10

企画講演 2
ヨシダ㈱

ポスター発表

第 2 会場サテライト

14：10 −14：40

企画講演 3
スリーエムジャパン㈱

12：30 −17：00

14：40 −15：10

企業展示

企画講演 4
デンツプライシロナ㈱

15：20 −15：40

ポスター討論

16：00

16：00 −16：30

16：00 −17：30

シンポジウム 1

17：00

15：40 −17：00

企画講演 5
ストローマン・ジャパン㈱
16：30 −17：00

企画講演 6
（
（公社）日本口腔インプラント学会， ノーベル・バイオケア・ジャパン㈱
17：00 −17：30
（公社）
日本補綴歯科学会 共催）
企画講演 7
㈱モリタ

ポスター発表
第 2 会場サテライト

18：00
18：00 −19：30

19：00

懇親会

ホテルメトロポリタン盛岡

（優秀ポスター賞表彰式）

20：00
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WING

4階

タイムスケジュール（２日目）
２日目

平成 30 年 4 月 15 日（日）
企業展示会場
第１会場
第２会場
第３会場
（４階 県民プラザ，
（７階 小田島組☆ほーる） （８階 会議室 803） （８階 会議室 812）
アイーナスタジオ）

9：00

8：30 −

ポスター会場

（５階 ギャラリー
アイーナ）

受付

9：00 −10：30

10：00

11：00

シンポジウム 2
（
（特非）
日本歯科放射学会 共催）

10：40 −11：40

特別講演 1

10：40 −11：40

シンポジウム 3

第 2 会場サテライト

（
（一社）
日本歯科技工学会 共催）

12：00

9：00 −15：30
12：00 −13：00

12：00 −13：00

12：00 −13：00

ランチョンセミナー 1

ランチョンセミナー 2

ランチョンセミナー 3

ポスター発表
9：00 −16：30

企業展示

13：00

13：10 −14：10

14：00

特別講演 2

14：20 −15：10

15：00

特別セミナー
14：20 −16：20

シンポジウム 4
15：20 −16：20

16：00

第 2 会場サテライト

（
（公社）
日本補綴歯科学会 共催）

15：30 −16：30

教育講演
16：20 −16：30

ポスター撤去

閉会式

17：00
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参加者へのご案内とお願い
１．学会参加のみなさまへ
１） 学会受付（アイーナ

7階

小田島組☆ほ〜る前ロビー）

平成 30 年 4 月 14 日（土）11：30 から行います．
平成 30 年 4 月 15 日（日）８：30 から行います．
２） 会員の皆さまと参加費前納の方
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 11：20 から会場７階 ロビーに設置いたしますので，参加証をご提示いただき，
抄録集をお受け取りください．
また，会場内では，参加証を入れたホルダー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．学会受付にお越しください．
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
アイーナいわて県民情報交流センター付近には下記の指定駐車場（有料）がございます．
施設駐車場は混雑が予想されますので，ご来場の際は，公共交通機関をご利用ください．
・盛岡駅西口地区駐車場（市営：448 台）
・盛岡市盛岡駅西通一丁目 1 番 5 号（アイーナ東側向かい）
この他，マリオス立体駐車場（市営：297 台）も利用可能
駐車時間

駐車料金

午前７時から午後６時まで

駐車時間 30 分までごとに 100 円

午後６時から午後 11 時まで

駐車時間１時間までごとに 100 円

午後 11 時から翌日の午前７時まで

駐車時間１時間までごとに 80 円

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
１）口演発表

（1）PC 受付について
事務局で用意しているパソコンの OS は Windows，アプリケーションは PowerPoint2010，
2013，2016 です．発表時刻の 30 分前までに USBメモリー，CD-R，もしくはご自身のノートパソ
コンを PC 受付にお持ちいただき，受付・試写をお済ませください．
スマートフォン，iPad 等でのデータ持込みおよび HDMI での送出は対応しておりません．
発表データの受付は，発表が差し迫っている演者を優先して受け付けさせていただく場合がござい
Vol.8, No.1, 2018
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ますのでご了承ください．また，受付時のデータ修正は固くお断りいたします．
なお，バックアップデータを必ずご持参ください．
PC受付 ［アイーナ

７階

小田島組☆ほ〜る前］

４月 14 日（土） 12：00 〜 14：30
（2）作成スライドについて
スライドサイズは XGA

1,024 × 768（4：3）で作成してください．

指定の解像度で作成されていない場合，スライドが正しく映らない場合がございますので，
ご注意ください．動画の使用はご遠慮ください．
（3）発表について
演者の先生は開始 10 分前までに次演者席にご着席ください．
一般口演の発表時間は，10 分（発表８分，質疑応答２分）です．
発表時間中は緑ランプ，終了時１分前に黄ランプで合図し，赤ランプで発表終了です．
発表形式はパソコンによる単写です．
スライドの枚数には制限がありませんが，制限時間内に終了するようにしてください．
発表データの操作はご本人で行ってください．レーザーポインタは大会側で用意します．
質疑応答時間については，座長の指示に従ってください．
■データ（USB メモリー，CD-R）を持ち込まれる方へ
１．フォントは Windows に標準搭載されているものをご使用ください．
２．コピーミスを防ぐため，メディアに保存したあと，作成した PC 以外の PC 環境でも正常に動作す
ることをご確認ください．また，必ずウィルス駆除ソフトでウィルスチェックを行ってください．
３．お預かりした発表データは，学会終了後に全て消去いたします．
■ノートパソコンを持ち込まれる方へ
１．AC アダプター，外部出力用変換ケーブルは必ずご自身でご用意ください．
２．事務局で用意している PC ケーブルのコネクタは，MiniD-Sub 15 ピンです．
この形状に合ったノートパソコンをご用意いただき，この形状に変換するコ
ネクタを必要とする場合には，PC 側 Mini D-sub15 ピンを必ずご自身でご用 PC側 Mini D-sub15ピン
意ください．
３．スクリーンセーバーおよび省電力設定など，発表の妨げになる設定は事前に解除してください．
４．スムーズな進行をするために「発表者ツール」の使用はご遠慮ください．発表原稿が必要な方は，
あらかじめプリントアウトをお持ちください．会場でのプリントアウトは対応しておりません．
２）ポスター発表
（1）ポスター受付について
受付をお済ませのあと，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

［アイーナ

５階

ギャラリーアイーナ前］

４月 14 日（土） 11：20 〜 12：30
・貼付時間

４月 14 日（土） 11：20 〜 12：30

・閲覧時間

４月 14 日（土） 12：30 〜 17：00
４月 15 日（日） ９：00 〜 15：30

・撤去時間

４月 15 日（日） 15：30 〜 16：30

※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．
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（2）作成ポスターについて
事務局が用意しているパネルのサイズは

20cm

90cm（幅）× 180cm（高さ）です．

70cm

演題番号 演題名・所属・発表者氏名・顔写真

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 ㎝× 20 ㎝）を掲示しますので，該当パネルにポスター

20cm

演題番号以外は各自でご用意ください

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 20cm を空けて掲示してください．

160cm

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 14 日（土）15：20 〜 15：40）には必ず

下部20cmはブランクを作ってください

ポスター前に待機してください．

５．懇親会
日

時：平成 30 年４月 14 日（土）18：00〜19：30

会

場：ホテルメトロポリタン盛岡 New wing ４階

参加費：8,000 円（当日）

６．ランチョンセミナー（定員：各セミナー 120 名）

１） ランチョンセミナーの整理券は４月 15 日（日）の朝から企業展示ブース（４階 県民プラザ）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取りください．
・ランチョンセミナー１

クラレノリタケデンタル株式会社 （第一会場（７階 小田島組☆ほ〜る））

・ランチョンセミナー２

DIO デジタル株式会社

（第二会場（８階 会議室 803））

・ランチョンセミナー３

スリーエムジャパン株式会社

（第三会場（８階 研修室 812））

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 , 整理券の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．

Vol.8, No.1, 2018
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〈１日目

4 月 14 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 2 会場（会議室 803）

11：00 〜 12：00

一般社団法人 日本デジタル歯科学会

定時社員総会

第 2 会場（会議室 803）

12：00 〜 12：15

一般社団法人 日本デジタル歯科学会

理事会（新理事） 第 2 会場（会議室 803）

11：30 〜

（アイーナ 7F 小田島組☆ほ〜る前ロビー）

受

付

第１会場（小田島組☆ほ〜る）
12：20 〜 12：40

開会式・大会長講演
座長：末瀬一彦（一般社団法人 日本デジタル歯科学会理事長）
「Cutting Edge Digital Dentistry ─ ヴァーチャルからリアルへ ─」
近藤尚知（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

13：10 〜 13：50

一般口演 O−1 〜 O−4

座長：鈴木哲也（東京医科歯科大学）

O−1 レーザー焼結積層および切削造形により製作した Co-Cr 合金エーカースクラスプの適合性と維持力
○鳥居麻菜 1，仲田豊生 1，高橋和也１，河村
1

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座 ,

2

昇２，新保秀仁１，大久保力廣１

鶴見大学歯学部歯科技工研修科

O−2 積層造形法による有床義歯製作の可能性と今後の展開
第2報

再現精度と口腔内試適時評価

○前畑
1

O−3

香 1，生田龍平 1，玉置勝司 1，平野綾夏 2，杉山久幸 2

神奈川歯科大学全身管理医歯学講座 ,

2

丸紅情報システムズ

3 D プリンタを用いた鋳造クラスプ内包型 PMMA 製パーシャルデンチャーの試作
○小澤大輔 1，高木一世 1，辻村 正康 1, 2，池田 貴臣 1, 2，寒河江孝 1, 3
1

O−4

口新デンタルソリューション，2 第一技工研究所，3 寒河江歯科診療所

3 D プリンタを用いた PMMA 製顎補綴装置の臨床応用
○寒河江孝 1, 4，小澤大輔 2，高木一世 2，堀江彰久 3, 4，関谷秀樹 4
1

寒河江歯科診療所，2 口新デンタルソリューション，3 関東労災病院歯科口腔外科，

4

東邦大学医学部口腔外科

13：50 〜 14：30

一般口演 O−5 〜 O−8

座長：木本克彦（神奈川歯科大学大学院）

O−5 スキャンパウダーの有無による口腔内スキャナーの精度に関する検討
○深澤翔太，夏堀礼二，大平千之，鬼原英道，高藤恭子，高橋敏幸，近藤尚知
岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座
O−6 マルチレイヤー型ジルコニアで作製した前歯部フルカントゥアジルコニアクラウンの色調の比較
○塩見祥子 1，若林一道 1，大住雅之 2，岡村真弥 1，中野芳郎 1，中村隆志 1，矢谷博文 1
1

大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野

2

株式会社 オフィス・カラーサイエンス

O−7 CAD/CAM を用いて作製したフレームの適合精度向上について
○山内佑太，武田

航，正井隆祐，恒田隆之

株式会社 Johnnyʼs Factory
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O−8 各種歯科用コーンビーム CT におけるピクセル値と医科用 CT の CT 値との比較および評価
○西山貴浩，荘村泰治，山口

敦，樋口鎮央

和田精密歯研株式会社
14：40 〜 15：10

一般口演 O−9 〜 O−11

座長：佐々木啓一（東北大学）

O−9 正中離開した患者に対して，デジタル診断した情報をもとに，セットアップした一例
〇竹中
1

O−10

進 1，杉元敬弘 2，西山貴浩 1，山口

敦 1，樋口鎮夫 1

和田精密歯研株式会社，2 医療法人幸加会 スギモト歯科医院

易摩耗性スプリントにおける耐摩耗性の検討 ─ 暫間修復用レジンとの比較 ─
○木原琢也 1，井川知子 1，伊原啓祐 2，佐々木圭太 1，平井健太郎 1，伊藤光彦 1，伊藤崇弘 1，重
本修伺 1，重田優子 1，小川
1

O−11

匠1

鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座 ,

2

鶴見大学歯学部歯科技工研修科

開業医におけるチェアーサイド型・ネットワーク型 CAD/CAM の使い分け
○小池軍平 1, 2，木本克彦 2
1

小池歯科医院 ,

16：00 〜 17：30

2

神奈川歯科大学口腔機能修復学講座 咀嚼機能制御補綴学分野

シンポジウム 1 『光学印象のデジタルワークフロー』
（（公社）日本口腔インプラント学会，
（
（公社）日本補綴歯科学会 共催）
座長：佐藤博信（福岡歯科大学口腔医療センター）
「スクリュー固定インプラント上部構造作成における光学印象の活用」
夏堀礼二（医療法人 夏堀デンタルクリニック）
「一般歯科診療における光学印象のワークフロー」
北道敏行（きたみち歯科医院）
「デジタルデンティストリーで変わる臨床の未来像」
北原信也（TEAM 東京ノブレストラティブデンタルオフィス）
「Digitally Guided Dental Therapy -Digital Workflows using Intra-oral Scanner; TRIOS 3-」
植松厚夫（ウエマツ歯科医院）

第２会場（会議室 803）
10：00 〜 11：00

一般社団法人 日本デジタル歯科学会

理事会

11：00 〜 12：00

一般社団法人 日本デジタル歯科学会

定時社員総会

12：00 〜 12：15

一般社団法人 日本デジタル歯科学会

理事会（新理事）

13：10 〜 13：40

企画講演１

座長：舞田健夫 （北海道医療大学歯学部高度先進補綴学分野）

『ジーシー Aadva について』
木南良二（株式会社ジーシー 機械開発部）
13：40 〜 14：10

企画講演 2

座長：舞田建夫 （北海道医療大学歯学部高度先進補綴学分野）

『新しい「Trophy Solutions」について〜 Smart Scan & Milling 〜』
檀上佳希（トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社セールス＆
マーケティング部）
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14：10 〜 14：40

企画講演 3

座長：中村隆志 （大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座）

『口腔内スキャナーの新たな展開』
宮本 康司（スリーエムジャパン ㈱ ヘルスケアカンパニー 歯科用製品技術部）
14：40 〜 15：10

企画講演 4

座長：中村隆志（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座）

『デジタルデータ運用の再考 . 拡大した CEREC の運用方法』
草間幸夫（医療法人社団研整会 西新宿歯科クリニック）
16：00 〜 16：30

企画講演 5

座長：鬼原英道（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

『Straumann Group Partners による更なる Digital Workflow』
山名一史（ストローマン・ジャパン株式会社）
16：30 〜 17：00

企画講演 6

座長：鬼原英道（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

『New Nobel Biocare Digital solution』
廣田健太郎（ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社）
17：00 〜 17：30

企画講演 7

座長：鬼原英道（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

『VR, AR, MR がもたらす「これからの歯科医療」』
窪田

努（クボタ歯科）

ポスター会場（ギャラリーアイーナ）
〈 4 月 15 日（日）〉

11：20 〜 12：30

ポスター掲示

12：30 〜 17：00

ポスター発表

9：00 〜 15：30

ポスター発表

15：20 〜 15：40

ポスター討論

15：30 〜 16：30

ポスター撤去

P−1

デジタル化口腔顎機能記録解析教育装置による教育効果
○谷口祐介 1，都築

P−2

尊 2，松浦尚志 1，山口雄一郎 1，髙橋

1

福岡歯科大学咬合修復学講座冠橋義歯学分野

2

福岡歯科大学咬合修復学講座有床義歯学分野

3

福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野

データから制作する複製義歯
○井上絵理香 1，清宮一秀 1，古川辰之 1，星
川西範繁 2，二瓶智太郎 3，大橋

P−3

裕 2，城戸寛史 3

憲幸 2，丸尾勝一郎 2，熊坂知就 2，東冬一郎 2，

桂 3，木本克彦 1, 2

1

神奈川歯科大学附属病院技工科

3

神奈川歯科大学口腔科学講座クリニカル・バイオマテリアル分野

2

神奈川歯科大学口腔統合医療学講座補綴・インプラント学分野

新規ハイブリッドレジンブロックを使用した大臼歯部クラウンへの臨床応用
○疋田一洋 1，舞田健夫 2，神成克映 2，田村
1

誠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 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
P−4

焼結積層と切削のハイブリッド加工により製作した支台装置の異方性の検討
○仲田豊生，新保秀仁，高橋和也，鳥居麻菜，大久保力廣
鶴見大学歯学部付属病院有床義歯補綴学講座
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P−5

セラスマート 300 の水中における耐劣化性評価
○星野小町，上野貴之，熊谷知弘
株式会社ジーシー

P−6

R&D. Mfg

義歯床用材料への使用を目的としたポリエーテルエーテルケトン材料の基礎的検討
〇吉﨑

聡，淺野

隆，阿部圭甫，小見山道

日本大学松戸歯学部顎口腔機能治療学講座
P−7

Tm 3＋・Er 3＋共添加ジルコニアの蛍光性・物性評価
○岡村真弥 1，西田尚敬 2，中野芳郎 1，若林一道 1，中村隆志 1，関野

P−8

1

大阪大学歯学部顎口腔学機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野

2

大阪大学産業科学研究所先端ハード材料研究分野

人工知能を用いたエピテーゼ用顔料の配合比の決定
○鈴木駿輔 1，村山
1

P−9

徹 2，矢谷博文 1

長 1，峯

裕一 1 ，江口

透2

広島大学医歯薬保健学研究科，2 広島大学工学研究科

神奈川歯科大学附属病院におけるセラミック修復の現状
第4報

過去 4 年間における推移（2013−2016）

○東冬一郎 1，星

憲幸 1，熊坂知就 1，荒井佑輔 1，川西範繁 1，三宅

香 2，大橋

桂 2，

古川辰之 3，井上絵理香 3，清宮一秀 3，二瓶智太郎 2，木本克彦 1
神奈川歯科大学大学院歯学研究科
2

P−10

1

口腔統合医療学講座補綴・インプラント学 ,

口腔科学講座クリニカル・バイオマテリアル，3 神奈川歯科大学附属病院技工科

口腔内スキャナーによるインプラント上部構造の咬耗の観察
○福徳暁宏，田邉憲昌，鬼原英道，高橋敏幸，高藤恭子，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−11

有床義歯の装着が食塊形成時の口腔咽頭器官の運動に与える影響
○小野寺彰平 1，古屋純一 2，山本尚徳 1，原

淳 1，安藝紗織 1，松木康一 1，玉田泰嗣 1，

近藤尚知 11 岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座，
2

P−12

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科地域・福祉口腔機能管理学分野

インプラント埋入後の顎骨リモデリングに関する形態学的考察
○髙橋宏彰 1，重光竜二 1，飯久保正弘 2，水戸武彦 1，佐藤愛美加 1，佐々木啓一 1

P−13

1

東北大学大学院歯学研究科口腔システム補綴学分野

2

東北大学大学院歯学研究科口腔診断学分野

神奈川歯科大学附属病院におけるデジタル歯科技工の概要
○清宮一秀 1，井上絵理香 1，古川辰之 1，星
川西範繁 2，二瓶智太郎 3，大橋

P−14

憲幸 2，丸尾勝一郎 2，熊坂知就 2，東冬一郎 2，

桂 3，木本克彦 1, 2

1

2
神奈川歯科大学附属病院技工科，
神奈川歯科大学口腔統合医療学講座補綴・インプラント学分野，

3

神奈川歯科大学口腔科学講座クリニカル・バイオマテリアル分野

焼結造形積層法にて補強構造を作製したインプラントオーバーデンチャーの 1 症例
○土橋佑基 1，佐藤博信 1，横上
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智 1，喜瀬直樹 1，樋口鎮央 2，黒川元宏 2，
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1

P−15

福岡歯科大学口腔医療センター，2 和田精密歯研株式会社

金属粉末レーザー積層造形法で製作した Ti-6Al-4V 合金のクラスプ適合性と維持力
◯高橋和也 1，鳥居麻菜 1，仲田豊生 1，河村
1

P−16

昇 2，新保秀仁 1，大久保力廣 1

鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座，2 鶴見大学歯科技工研修科

クラウン内面に付与した溝の位置が接着強さにおよぼす影響
○新谷明一 1, 2，新妻瑛紀 1，白鳥沙久良 1，黒田聡一 1，五味治徳 1
1

P−17

日本歯科大学生命歯学部歯科補綴学第 2 講座，2 トゥルク大学

大臼歯用 CAD/CAM ハイブリッドブロック「セラスマート 300」に対する各種レジンセメントの接着
耐久性評価
○藤見篤史，有田明史，熊谷知弘
株式会社ジーシー

P−18

研究所

7.0 Tesla MRI スキャナーにおける歯科補綴物による金属アーチファクトの観察
○中里文香，小林琢也，米澤

悠，安藝沙織，久保田将史，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−19

Ce-TZP/A を用いたテレスコープクラウンの形態が外冠の破折強度に及ぼす影響
○柴田駿亮，鳥井克典，吉川佑輔，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−20

審美歯科修復における光学的シミュレーション解析
─ 第 3 報 歯冠形態モデルにおける光線経路解析 ─
○天羽康介 1，若林一道 1，酒井英樹 2，木林博之 1，中村隆志 1，矢谷博文 1

P−21

1

大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラウンブリッジ補綴学分野

2

大阪市立大学大学院生活科学研究科

小児におけるデジタル印象に対するストレス評価
○村井雄司 1，小橋美里 1，齊藤正人 1，疋田一洋 2

P−22

1

北海道医療大学歯学部口腔構造・機能発育学系小児歯科学分野

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

下顎無歯顎顎堤の光学印象データに対するランドマークの影響
○荒木田俊夫 1，金澤

学 1，岩城麻衣子 2，副田弓夏 1，羽田多麻木 1，鈴木哲也 3，水口俊介 1

東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科
3

P−23

1

高齢者歯科学分野，2 総合診療歯科学分野，

口腔機能再建工学分野

クラスプに適合したクラウンを CAD/CAM 技術にて製作した一症例
○武部

純，安藤彰浩，熊野弘一

愛知学院大学歯学部有床義歯学講座
P−24

CAD/CAM 全部床義歯における新規カスタマイズドディスクの開発
○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，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−25

部分床義歯製作ワークフローのフルデジタル化
○西山弘崇，谷口飛鳥，田中晋平，高場雅之，横山紗和子，上村江美，三好敬太，岩内洋太郎，
飯泉亜依，馬場一美
昭和大学歯学部歯科補綴学講座

P−26

三次元下顎運動データに基づいたバーチャルワックスアップによる機能運動時の咬合接触の観察
○塚谷顕介，田邊憲昌，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−27

下顎運動測定器と CAD/CAM 装置を用いたノンメタルクラスプデンチャー作製の検討
○一志恒太 1，濵中一平 2，髙橋

P−28

裕 2，城戸寛史 3，杉本太郎 1，村上由利子 4

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有床義歯学分野，

3

福岡歯科大学咬合修復学講座インプラント学分野，4 株式会社ニッシン

カスタムアバットメントを用いたスクリュー固定式クラウンの活用
○正井隆祐，武田

航 ，山内佑太

株式会社 Johnnyʼs Factory
P−29

デジタル技術を用いた歯の移動様態の解析
○佐久間優弥，田代

慎，槇宏太郎

昭和大学歯学部歯科矯正学講座
P−30

叢生量の違いが光学印象採得の再現性へ与える影響の検討
○田代

慎，佐久間優弥，槇宏太郎

昭和大学歯学部歯科矯正学講座
P−31

ウェアラブルデバイスを併用したモーションキャプチャーナビゲーションシステム
○松本彩子，大多和昌人，堤

威之，柳

束，加倉加恵，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

口腔内スキャナーを用いて顎模型とスクリュー固定式上部構造を製作した 1 症例
○堤

P−33

威之 1，大多和昌人 1，一志恒太 2，安松香奈江 1，松本彩子 1，加倉加恵 1，城戸寛史 1

1

福岡歯科大学咬合修復学講座口腔インプラント学分野 ,

2

福岡歯科大学医科歯科総合病院中央技工室

各種スキャナにおける測定能および三次元画像構築の特性について
○伊藤光彦，井川知子，伊藤崇弘，木原琢也，平井健太郎，重田優子，重本修伺，小川
鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

懇親会（ホテルメトロポリタン盛岡
18：00 〜 19：30

NEW WING 4 階）

懇親会
（優秀ポスター賞表彰式）
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匠

〈 2 日目 4 月 15 日（日）
〉
8：30 〜

受付（アイーナ 7 階 小田島組☆ほ〜る前ロビー）

第１会場（小田島組☆ほ〜る）
9：00 〜 10：30

シンポジウム 2 『歯科治療における新たなデジタルワークフロー』
（（特非）日本歯科放射線学会 共催）
座長：金田
小川

隆（日本大学松戸歯学部放射線学講座）
匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

「デジタル技術を用いた下顎骨再建術」
山田浩之（岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野）
「デジタルはインプラント治療のワークフローをどう変えるか」
月岡庸之（医療法人社団庸明会 つきおか歯科医院）
「矯正臨床におけるデジタル・シミュレーション」
槇宏太郎（昭和大学歯学部歯科矯正学講座）
10：40 〜 11：40

特別講演 1
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）
『セラミック補綴と接着の現状』
矢谷博文（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座
クラウンブリッジ補綴学分野）

12：00 〜 13：00

ランチョンセミナー 1
『Intra Oral Scanner を用いた，高透光性ジルコニア接着臨床』
中村昇司（八重洲歯科診療所）

13：10 〜 14：10

特別講演 2
座長：末瀬一彦（（一社）日本デジタル歯科学会理事長）
『現在の CAD/CAM 臨床と今後の展望』
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）

14：20 〜 15：10

特別セミナー
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・大会長）
『AR，AI 技術を用いた新しい診療補助装置 “スカウター” の開発と
Net Work System との統合について』
林

15：20 〜 16：20

俊輔（医療法人社団 林歯科医院）

教育講演 『デジタル歯科の未来を探る』
座長：宮崎

隆（昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門）

「デジタル歯科は将来臨床で何を変えることができるのか？」
梅原一浩（医療法人審美会 梅原歯科医院）
「デジタルデンティストリーの近未来」
馬場一美（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）
16：20 〜 17：00

閉会式
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第 2 会場（会議室 803）
10：40 〜 11：40

シンポジウム 3 『デジタル技工の最前線』
（（一社）日本歯科技工学会 共催）
座長

齊木好太郎（ラボラトリー・オブ・プリンシピア）

「The new concept of esthetic digital implant dentistry!」
山下恒彦（デンテック インターナショナル株式会社）
「ジルコニアの透光性と審美性」
伴
12：00 〜 13：00

清治（愛知学院大学歯学部歯科理工学講座）

ランチョンセミナー 2
『デジタルインプラントデンティストリーの可能性』
千葉豊和（札幌市・千葉歯科クリニック）

14：20 〜 16：20

シンポジウム 4 『デジタル義歯製作の現在と今後の展開』
（（公社）日本補綴歯科学会 共催）
座長 大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）
「CAD/CAM デンチャーの魅力を探る」
大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）
「全部床義歯製作の CAD/CAM 化の過程と到達点」
水口俊介（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）
「レーザーシンタリング技術は PD をどう変えるか？」
渡邉祐康（わたなべ歯科）
「デジタル義歯製作の現状と限界」
米澤

悠（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

第 3 会場（会議室 812）
12：00 〜 13：00

ランチョンセミナー 3
『口腔内スキャナーで変わる臨床と歯科医院経営』
遠山敏成（医療法人社団 スターティスマイスター春日歯科クリニック）
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大会長講演

Cutting Edge Digital Dentistry
─ ヴァーチャルからリアルへ ─
近藤

尚知（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

座長 末瀬

一彦（（一社）日本デジタル歯科学会理事長）

近年，
「デジタル・デンティストリー」という言葉が頻繁に使用されるようになり，歯科医療の現場
も大きな変革の時を迎えたかのように感じる．では，実際にはどの程度まで日常の歯科臨床に IT
（Information Technology）が導入されているのか．これは錯覚ではなく，現実のものなのか．本学術大
会では，われわれ歯科医師を取り巻く状況が，IT の導入によってどこまで変わってきたのかを検証する．
わが国では 2000 年頃から，医科用の CT に加えてコーンビーム CT（CBCT）が開発され，その普及
によって，インプラント診療の精度は，飛躍的に高くなった．現在では，術前検査のひとつとして，
CT の撮影は常識となっており，すなわち，インプラントの埋入可能な顎骨の位置，方向，サイズを決
定するためには，術前の CT 撮影が必要不可欠のものとなっている．そして現在の診断方法は，CT の
撮像データを DICOM 形式のファイルに描き出し，それを解析用ソフトウェアに導入し，立体構築した
顎骨の画像上で，
インプラントの埋入位置・方向・サイズを決定する
（インプラント埋入シミュレーショ
ン）方法が主流となりつつある．そして，このシミュレーションによって決定されたインプラントの位
置情報は，３D プリンタ等で造形されるサージカルガイドによって口腔内に再現され，フリーハンドよ
りも正確な手術を可能としている．さらに，ダイナミックナビゲーションによる，手術支援システムの
臨床応用も進みつつある．さらにシミュレーション診断は，インプラントのみならず，矯正治療にも応
用されはじめ，すでに臨床の現場で活用されている．
一方，補綴装置の製作については，口腔内スキャナーを用いた光学印象採得システムが普及の過程に
あり，本システムの適用によって新たな技工のデジタルワークフローが確立されつつある．ここでは石
膏模型を介さず，画像データ上での技工操作が可能なるため，技工物製作に関する情報を歯科医師と歯
科技工士がインターネット上で，より迅速かつ密接に共有することができる．現状では精度の問題等，
解明・解決すべき課題も少なくないが，インプラントの印象採得については，印象材に起因する問題を
回避することができるメリットがあり，今後の臨床応用が期待されている．
歯科材料の分野では，強度と審美性のバランスに優れるセラミック系修復材料が日々開発され，臨床
応用されつつある．とりわけジルコニア材料の発展は目を見張るものがあり，対合歯の咬耗に関する臨
床データも報告されるようになり，その優位性が期待されている．本学術大会では，各領域のエキスパー
トに臨床応用の実際を報告いただき，その内容を会員の先生方と検証していきたい．
略

歴

1993年

東京医科歯科大学歯学部歯学科卒業

1997年

東京医科歯科大学大学院歯学研究科修了

1997年

東京医科歯科大学歯学部附属病院

1999年

ハーバード大学マサチューセッツ総合病院

2001年

東京医科歯科大学大学院インプラント・口腔再生医学 助教

2009年

岩手医科大学歯学部口腔インプラント学科
岩手医科大学附属病院

2012年

医員
研究員
准教授

口腔インプラント科

岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座

診療部長（併任）
教授

現在に至る
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特別講演１

セラミック補綴と接着の現状
矢谷

座長

博文（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座クラ
ウンブリッジ補綴学分野）

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 技術の発展に伴う最近の歯冠補綴用新素材の進歩には目覚ましいものがある．現在用い
られているメタルフリーの歯冠補綴材料だけでも，長石系セラミックス，リューサイト強化型セラミッ
クス，二ケイ酸リチウム含有セラミックス，ガラス浸透型アルミナ/ジルコニア，高密度焼結型ジルコ
ニア/アルミナ，高透光性ジルコニア，CAD/CAM 冠用コンポジットレジンなど枚挙に暇がなく，これ
に従来から歯冠補綴に用いられてきた貴金属，非貴金属材料を加えると歯冠補綴用材料の選択肢は，現
在きわめて広いものとなっている．
審美歯冠補綴装置は歯科用接着材の使用が前提となった技術であるが，ここで注意しなければならな
いのは，単に歯科用接着材を用いればそれでよいというものではないということである．歯科用接着材
が本来もっている性能を十分に発揮させるためには，冠接着に際して支台歯および冠内面の前処理を行
うことが必須である．歯冠補綴材料ごとに最適の接着前処理は少しずつ異なっていることから，臨床家
はこれら多岐にわたる材料を用いた歯冠補綴装置の接着に際して前処理を適切に選択する必要があり，
臨床家にとってその選択は必ずしも容易でない臨床ステップであることは否めなかった．このことから，
最近ではこの前処理用プライマーの多機能化（マルチパーパス化，ユニバーサル化ともよばれる）が進
んできている．すなわち，従来別々に用いられていた歯冠補綴材料（メタル，ポーセレン，ジルコニア，
コンポジットレジンなど）に対する前処理をすべて 1 液で済ませることのできるプライマーが発売され
ているが，現在のところこれらのプライマーが信頼性の確認された従前の接着材と同等の成績を収める
ことができるかどうかは不明である．
本講演では，セラミック補綴を成功に導くための要点について，特に接着技法をいかに適切に行うか
に重点をおいて述べる予定である．
トピックス：CAD/CAM，セラミックス，接着技法
略

学会活動

歴

1980 年 大阪大学歯学部卒業

日本接着歯学会

1984 年 広島大学大学院歯学研究科単位習得退学

日本補綴歯科学会

理事長（認定医）
元理事長，支部長（関西支部）

（指導医，専門医）

1984 年 広島大学歯学部附属病院助手
1985 年 岡山大学歯学部附属病院講師

日本顎関節学会

1987 年 岡山大学歯学部助教授

日本口腔顔面痛学会：顧問（指導医，専門医，認定

1996 年 米国ケンタッキー大学歯学部 Orofacial Pain

医）
日本歯学系学会協議会：常任理事（企画担当）

Center 留学（〜 1997 年）

など多数

2000 年 岡山大学歯学部教授
2003 年 大阪大学大学院歯学研究科教授
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常任理事（指導医，専門医）
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特別講演２

現在の CAD/CAM 臨床と今後の展望
三浦

座長

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）

末瀬

一彦（（一社）日本デジタル歯科学会理事長）

今日，歯科医療の中で，CAD/CAM システムの発展は驚くほどの進歩を遂げている．加工精度の向
上により，適合の良い補綴装置を容易に作製することができるようになった．CAD/CAM システムを
応用したジルコニアによるオールセラミック修復が行われるようになり，ブリッジを含めたメタルフ
リー修復による審美修復の可能性も大いに広がってきた．以前は夢の世界であった，CAD/CAM によ
る補綴装置の製作が，高精度で実現できるようになり，クラウン，ブリッジ等の補綴装置の製作法は，
今から約半世紀前にバンドクラウンから鋳造冠に代わった昭和 30 年代に次ぐ，一大変革期を迎えてい
る．一方，CAD/CAM は工業的に均一に作られたブロックを削り出して修復装置を作製するために，
材料が持つ本来の優れた物性をそのまま引き継いだ補綴装置を作ることができるという大きな利点があ
る．
CAD/CAM 用のブロックも様々なものが提供されるようになり，高透光性ジルコニアやマルチレイ
ヤージルコニアブロックも開発され，フルジルコニア修復の適応範囲も広がってきた．さらに，硬質レ
ジンを用いた小臼歯部 , 下顎第一大臼歯の CAD/CAM クラウンが保険に導入され，患者の選択肢も増
えてきている．
インプラント治療においても，CT から得られた DICOM データと光学印象によって得られたデジタ
ルデータを融合することでシームレスにインプラントの埋入から上部構造の設計までのプランニングを
行うことが可能になった．CAD/CAM や 3D プリンタによるサージカルガイドの作製や上部構造の製作
も行える．光学印象用の機器も様々なものが使用可能となり，システムのオープン化も進んできている．
そこで，本講演では現在の CAD/CAM 臨床と今後の展望についてお話をさせていただきたい．

略

学会活動

歴

1980 年 東京医科歯科大学歯学部卒業

日本デジタル歯科学会副理事長

1986 年 東京医科歯科大学大学院博士課程修了

日本補綴歯科学会専門医，指導医，評議員

1987 年 東 京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第 2

日本接着歯学会代議員

講座助手

日本歯科審美学会代議員

1989 年 ド イツ連邦共和国チュービンゲン大学補
綴科留学
1999 年 東 京医科歯科大学歯学部歯科補綴学第 2
講座教授
2000 年 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教授

- 21 -

The Journal of the Japan Academy of Digital Dentistry Vol.8 No.1

教育講演『デジタル歯科の未来を探る』

デジタル歯科は将来臨床で何を変えることが
できるのか？
梅原
座長

一浩（医療法人審美会 梅原歯科医院）
宮崎

隆（昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門）

近年，歯科領域においてデジタル化が進み，われわれの日常臨床は大きく変化してきている．診査・
診断は，3 次元の CBCT データ（DICOM データ）を利用することで，インプラント治療や埋伏抜歯を
はじめとする口腔外科手術も安全に行うことができるようになった．矯正領域では，今まで 2 次元のセ
ファログラムから診査・診断してきたが，広範囲で低被爆な CBCT 撮影により 3 次元的な矯正分析も
行えるようになっている．補綴領域においては，口腔内スキャナや CAD/CAM システムも精度が向上し，
デジタル化された補綴装置の作製が日常臨床に導入されている．また，記録した顎運動データ（XML デー
タ）をソフトウェア上のバーチャル咬合器に反映させることで，限界運動だけでなく，咀嚼運動におけ
る咬合接触関係を解析し，干渉の少ない補綴装置の作製も可能となっている．デジタル化はもはや臨床
で欠かすことのできないツールとなった．将来は，3D プリンターの導入や 3D カメラで撮影した 3D 画
像データ（obj データ）を反映させ，MR（Mixed Reality：複合現実）による現実世界と仮想世界を融
合させた世界を創ることで，立体的な術前診査や術前シミュレーションができるようになり，外科手術
のナビゲーションや臨床教育にも応用されるようになるだろう．
さらに，われわれが行った治療内容と治療結果を記録し，治療過程におけるデジタル解析が進めば，
治療の成功率を高めることができ，その結果，少ない経験年数でもベテランの歯科医師と同じ視点で治
療計画を立て，治療することが可能になるに違いない．
今後の臨床は，1 歯単位から 1 頭頸部単位へ，そして，全身単位の治療へと変わっていくであろう．
しかし，一方で高額な機器を導入する場合，新機種やモデルチェンジへの対応策や機器を買い足す毎に
発生する年間合計保守料等を考えると，常に最新の機器に買い換えることができないという問題点も抱
えている．
そこで今回は，デジタル化に対応した臨床の現状と課題を取り上げるとともに，デジタル歯科の未来
について考察する．
略

歴

2002 年〜

綴学講座

1988 年

東京歯科大学卒業

1993 年

東 京歯科大学大学院歯学研究科

2014 年〜

ペンシルベニア大学歯学部歯周補

非常勤講師

岩手医科大学歯学部
プラント学講座

綴学講座留学
1994 年〜

青森県弘前市

1995 〜 2000 年

東京歯科大学第二専修科（歯科保

梅原歯科医院勤務

存学第 2 講座）

Vol.8, No.1, 2018

2015 年〜

非常勤講師

慶應大学医学部歯科・口腔外科学
教室

（歯科補綴学第 2 講座）修了
1993 〜 1994 年

東京歯科大学クラウンブリッジ補
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現在に至る

補綴・イン

非常勤講師

教育講演『デジタル歯科の未来を探る』

デジタルデンティストリーの近未来
馬場

座長

一美（昭和大学歯学部歯科補綴学講座）

宮崎

隆（昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門）

近年のデジタル制御工学・情報工学の加速度的な発展は，様々な面で国民生活にインパクトを与えて
きた．医療の進歩においてもデジタル技術は中核的な役割を担ってきたが，特に歯科領域ではデジタル
技術を用いたイノベーション，すなわちデジタル・デンティストリーが，医療技術の向上だけでなく歯
科医療のワークフローを根本的に変えつつある．
例えば，模型を利用した間接法を基盤とした歯科治療は長らく修復治療や補綴歯科治療の中心的な役
割を担って来たが，既に通常の歯冠修復において，模型製作は必須ではなくなっており，モデルレスの
ワークフローへ流れが加速している．口腔内スキャナーとモノリシック・ジルコニアの活用によるとこ
ろが大きいが，それ以外にもさらなる技術革新を経て，近い将来，モデルレスのワークフローが標準と
なると予想される．
さらには，医療情報のデジタル化により様々な種類の情報を統合活用できるようになった．例えば，
CT データとスキャニングによる STL データの統合活用はインプラント埋入シミュレーションの精度を
格段に向上し，さらに咬合力や骨質データを組み込んだ力学解析も試みられている．また，運動データ
と組み合わせることによって，機能的な咬合面形態をデザインすることも可能である．下顎運動と咬合
面形態との関連については，1980 ～ 90 年代に補綴分野で盛んに行われた研究領域であり，その成果が
数十年の時を経て結実することを期待して止まない．
最後に，デジタル化により様々な医療情報を空間的制限なく保存，データベース化することが可能に
なったが，その合理的活用が今後の展開の KEY である．
本講演ではデジタル・デンティストリーの近未来と題して，上記の 3 つのトピックについて考察する
予定である．
トピックス：CAD/CAM,

略

デジタルワークフロー，ジルコニア，光学印象，ビッグデータ

学会活動

歴

1962 年 広島県生まれ（2 月 22 日）

International College of Prosthodontists：理事

1986 年 東京医科歯科大学歯学部卒業

日本補綴歯科学会： 常任理事（学術委員会）

1991 年 東京医科歯科大学大学院修了（歯学博士）

日本デジタル歯科学会

1993 年 東京医科歯科大学歯学部 助手（歯科補綴

日本顎口腔機能学会

学第一講座）

日本顎関節学会：理事

1996 年 文部省在外研究員米国 UCLA
2002 年 東京医科歯科大学 講師
2007 年 昭和大学歯学部歯科補綴学 教授
2013 年 昭和大学歯科病院副院長
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（
（公社）
日本口腔インプラント学会，（公社）日本補綴歯科学会 共催）

スクリュー固定インプラント上部構造作成におけ
る光学印象の活用
夏堀
座長

礼二（医療法人 夏堀デンタルクリニック）
佐藤

博信（福岡歯科大学口腔医療センター）

インプラント治療は，CT，シミュレーションソフト，ガイドサージェリー，ナビゲーションシステ
ムなどデジタル技術の応用により，診断から埋入手術支援により安全な手術が行われるようになってき
た．また，歯根膜を持たないインプラントにおいては，その上部構造はより高い精度が求められ，従来
法では鋳造やロー着時のエラーのコントロールに非常に高度な技術と慎重さが要求された．しかし今日
では，CAD/CAM の普及により，高い精度のインプラント上部構造が安定的に製作できるようになり，
昨今の貴金属高騰も影響しさらにその需要が高まっている．このように，埋入手術と技工においてはデ
ジタル化が確立されたが，一方で上部構造作製においては未だに従来法に依存している．その中で精度
の高いオーラルスキャナーの登場でようやくフルデジタルワークフローに移行されようとしている．早
くから一部のシステムでは，光学印象・診断・計画・ガイドサージェリー・上部構造印象・完成までの
フルデジタルワークフローが整備され実践されているが，従来法に比べ精度や柔軟性が劣るという欠点
も表面化してきている．特に 2 ～ 3 歯程度のセメント固定の上部構造では，現在普及している光学印象
の精度レベルで応用可能とされながらも，多数歯症例やより高い精度の求められるスクリュー固定上部
構造では，従来法の精度は得られていないのが現状である．
そこで，今回は光学印象を用いたスクリュー固定上部構造のデジタルワークフローを示し，従来法で
も採得するベリフィケーションインデックス模型を用い精度の補償を行う方法を紹介し，現在可能な製
作法と直面している技術的限界と問題点を考察したい．

略

歴

日本顎咬合学会

1986 年

岩手医科大学歯学部卒業

AAP

1992 年

八戸市開業

AO

認定医

現在に至る

EAO

所属学会

所属スタディグループ

日本臨床歯周病学会

3D アカデミー

日本補綴歯科学会

OJ
NPC

日本デジタル歯科学会
日本口腔インプラント学会
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Club22

専門医
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会員

顧問

シンポジウム１『光学印象のデジタルワークフロー』

（
（公社）
日本口腔インプラント学会，（公社）日本補綴歯科学会 共催）

一般歯科診療における光学印象のワークフロー
北道

座長

敏行（きたみち歯科医院）

佐藤

博信（福岡歯科大学口腔医療センター）

工業界では当たり前である CAD/CAM 技術が，われわれ歯科界でも日常臨床に応用される時代がやっ
てきた．歯科界においては，CEREC system が歯科臨床に登場したのが約 30 年前である．われわれは
人体に CAD/CAM を使用するという特異性から極めて慎重にならざるを得なかった．しかし，技術革
新とマテリアルの進化，各社チェアサイド CAD/CAM system の登場により，CAD/CAM の使用が一般
的なものとなりつつある時代と考える．
現在歯科臨床において歯冠修復，デンチャー，インプラント，矯正治療にまで CAD/CAM テクノロジー
が浸透しつつある．今現在最も使用頻度が多いのは歯冠修復分野あろう．また，近年においてはチェア
サイド CAD/CAM の発展型であるネットワークタイプも登場してきた．ネットワークタイプはポータ
ルサイトを経由し，歯科技工所とデジタルデータのみでのやり取りを行うが，今までのアナログ模型は
基本的に存在せず光学印象データのみでのやり取りとなる．両タイプとも臨床の成功を大きく左右する
因子として光学印象の正確性である．光学印象の良し悪しは撮影のみで決定されない．むしろカメラの
準備時間のような基本的な事項に始まり，歯科医師，歯科衛生士，歯科助手の熟練度が大きく左右する．
臨床的な手技に関しても，歯肉のコントロールに始まり，形成，歯肉圧排の有無，口腔内乾燥状態，補
助的な機材や材料の使用の有無など様々な要素が関与してくる．『デジタル』と総称されるが口腔内で
IOS を使用し光学印象を採得するといった印象手技がデジタルなだけであって，診療の本質的な部分は
アナログ印象手技となんら変わらないことを忘れてはならない．
今回はわれわれ歯科医師が日常一般診療においてチェアサイドで IOS を使用するにあたり，われわ
れ歯科医師が注意すべき事項，スタッフが注意しないと上手くいかない事項を当院の日常臨床に沿って
お話しする．先生方のデジタル印象の一助となることを願う．

略

資

歴

（株）モリタセレックインストラクター

1996 年 明海大学歯学部卒業

白水貿易株式会社

明海大学病院第一口腔外科勤務
国際

ULTRADENT JAPAN 株式会社プロダクトアドバ
イザー

セレックトレーナー
2012 年 日本臨床歯科 CADCAM 学会関西支部長
2013 年 国立大学法人

広島大学非常勤講師

2016 年 日本臨床歯科 CADCAM 学会理事
2018 年 国立大学法人

VITA 社セレックインストラク

ター

2000 年 北道歯科医院開業
2011 年 国 際コンピューター歯科学会公認

格

広島大学客員講師
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シンポジウム１『光学印象のデジタルワークフロー』

（
（公社）
日本口腔インプラント学会，（公社）日本補綴歯科学会 共催）

デジタルデンティストリーで変わる臨床の未来像
北原

座長

信也（TEAM 東京ノブレストラティブデンタルオフィス）

佐藤

博信（福岡歯科大学口腔医療センター）

今世紀における歯科革命とも言われるデジタルデンティストリーの潮流は世界に拡がりを見せてい
る．これは特別なことではない．日常生活の中ではすでにデジタル化は当たり前，昨今では AI（人口
知能）があらゆる分野のキーワードとなっている．そんな世界的なデジタル化の波が，われわれ歯科界
にも大きな変革をもたらそうとしているのである．
現在の歯科治療はテクノロジーの発展の恩恵を受けることなく，いまだにアナログが主流である．特
に日進月歩の医療分野でのデジタル化は，われわれ医療者側だけでなく患者へも様々なメリットをもた
らすと考えられている．特に昨今の最新のマテリアルであるジルコニアを使った補綴治療は現在 CAD/
CAM でのみ製作することができる．すなわちラボサイドではすでにデジタル化が始まっている．一方
でわれわれチェアサイドではようやく光学印象装置（口腔内スキャナー）の市場が活性化し始めたばが
りで，シリコンなどの印象材を使った “印象” という患者の苦痛が今まさに解放されようとしている．
ただ，まだまだ始まったばかりのこの CAD/CAM システムは，デジタルデンティストリーにおける入
り口にすぎない．
今回，私はデジタルデンティストリーの全体像を想像しつつ，一体どこに向かうのか？マテリアルか
らワークフローに至る，臨床の未来像を考察してみたい．

略歴・所属

学会活動

1989 年

日本大学松戸歯学部卒業

日本歯科保存学会専門医

1992 年

北原歯科医院開院

日本歯科審美学会認定医

2000 年

ルウミネッセンス開院

日本歯周病学会

2003 年

銀座ノブデンタルオフィス

日本接着歯学会

2007 年

シンガポールライセンス取得

日本歯科理工学会

TP Dental Surgeon

日本顎咬合学会

2012 年

非常勤

銀座ノブデンタルオフィス移転
東 京八重洲に TEAM 東京 ノブレストラ
ティブデンタルオフィス開院

2014 年

シ ン ガ ポ ー ル

Asia Healthcare Dental

Centre 非常勤
日本大学歯学部兼任講師
昭和大学歯学部兼任講師
日本大学松戸歯学部兼任講師

Vol.8, No.1, 2018

- 26 -

シンポジウム１『光学印象のデジタルワークフロー』

（
（公社）
日本口腔インプラント学会，（公社）日本補綴歯科学会 共催）

Digitally Guided Dental Therapy

─ Digital Workflows using Intra-oral Scanner; TRIOS 3 ─
植松
座長

厚夫（ウエマツ歯科医院）
佐藤

博信（福岡歯科大学口腔医療センター）

CAD/CAM システムが歯科治療に応用されるようになり，精度の高い補綴治療を行うことが可能に
なってきているが，印象採得した石膏模型を卓上スキャナーでスキャニングして補綴物をデザインする
までに，印象材の変形，石膏模型の硬化膨張，石膏模型のスキャニングの三段階で変形を起こす可能性
があることは周知の通りである．
そこで，石膏模型のスキャニングに代わって口腔内スキャナー（Intra-oral Scanner：IOS）を用いて
ダイレクトに口腔内の情報をコンピュータへ取り込む光学印象が登場し，変形要因が減少しただけでな
く，光学印象の高精度な 3D データを活用することによって，患者の口腔内のリアルなデータをカラー
で外に取り出すことが可能となり，歯科治療にデジタルを用いた新たな治療順序と術式が必要になって
きている．
光学印象時の精度に影響を与える要因としては，1. デジタル装置，2. スキャニングテクノロジー，3. 口
腔内環境（血液，唾液，口腔外の光），4. スキャニング方法，5. データの送信過程，6.CAD 段階の変換
エラーなどが報告されており，口腔内の状態を光学印象して活用する上で考慮すべき点であり，デジタル
歯科治療のデータとして重要な正確性（accuracy）と精細度（precision）に大きく影響する部分でもある．
デジタル化によって，Cone Beam CT（CBCT），IOS など三次元で正確かつ精度の高いデータを，そ
の治療目的に合わせて統合させる様々なソフトウェアが開発され進歩・発展してきており，その必要性
に応じて診療室だけでなく他に存在するソフトウェアへ患者データが 3 次元立体画像で瞬時に移動でき
る時代になりつつある．
また，いままで解析不可能であった部分も術前診査の段階で，軟・硬組織に実際に着手する前の段階
から正確なシミュレーションができると同時に不必要な処置を事前に省くことが可能となり，最も侵襲
の少ない治療計画（Minimally Invasive Treatment；MI）に沿って MI 治療を遂行することができるよう
になった．今回は，現時点での口腔内スキャナーを用いたデジタルワークフローに関して臨床的な使用
感を含めてお話ししたいと思う．
略

学会活動

歴

1985 年

神奈川歯科大学卒業；歯周病学教室助手

日本臨床歯科医学会 東京支部理事

1989 年

ハ ーバード大学歯学部留学（クリニカル

総合インプラント研究センター 理事

フェロー）

顎咬合学会 専門医

1993 年

植松歯科医院開設（横浜市港北区）

日本口腔インプラント学会 専門医・指導医

2008 年

博士号取得（歯学博士；歯根膜の研究）

2008 年

シンガポール歯科医師免許取得

2009 年

ウエマツ歯科医院開設（二子玉川）
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（
（特非）
日本歯科放射線学会 共催）

デジタル技術を用いた下顎骨再建術
山田
座長

浩之（岩手医科大学歯学部口腔顎顔面再建学講座 
口腔外科学分野）

金田

隆（日本大学松戸歯学部放射線学講座）

小川

匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

腫瘍切除や外傷などによって下顎骨の連続性が失われると，咀嚼機能をはじめとする顎口腔機能が相
応に障害される．また，下顎の患側偏位や顔面の陥凹などによる整容的障害も必発する．このような下
顎骨欠損に対する最近 20 年間の治療の主力は，やはり血管柄付きの自家骨（腸骨，腓骨，肩甲骨）移
植である．
しかしながら，これらブロック骨による再建では，下顎骨の 3 次元的形態を正確に再現したり，最終
的な補綴治療を見据えた再建骨の形態を自由に設定することは困難である．一方，このようなブロック
骨による下顎骨再建の困難性を解決するために，Dumbach らは，下顎骨の外形を模した既成のチタン
メッシュトレーと自家腸骨海綿骨骨髄細片（PCBM）を用いた下顎骨再建を開発した．しかしながら，
既成品である Dumbach のトレーは，下顎臼歯部から下顎枝に至る直線的な欠損にはきわめて有用であ
るが，オトガイ部を含む欠損の場合には，トレーと残存骨の適合に困難を伴うことが少なくなかった．
そこでわれわれは，CAD/CAM の技術と歯科技工の技術を駆使することで，個々の患者の元来の下顎
骨の外形を持ち，最終的な歯科補綴治療を念頭に置いた 3 次元的形態を付与したカスタムメイド・チタ
ンメッシュトレーを作製し，下顎骨再建に用いている．
本法の最大の利点は，再建下顎骨の形態を自由に設定することができることである．実際の臨床では，
カスタムメイド・チタンメッシュトレーに術後の補綴治療を念頭に置いた形態を付与するとともに，患
者自身の本来の下顎骨の外形をほぼ忠実に再現することができる．その結果，トップダウントリートメ
ントの概念に則った術後の補綴治療は順調に進み，術後の顔貌に対する満足度も概ね良好であった．ま
た，本法には特別な外科的手技が不要であり，移植骨採取部位の障害が小さいことも大きな利点となっ
ている．本講演では，このカスタムメイド・チタンメッシュトレーと PCBM を用いた下顎骨再建術の
臨床的有用性について紹介する．

略

歴
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1991 年

東北大学歯学部卒業

1994 年

鶴 見大学歯学部

2009 年
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2016 年
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教授
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口腔外科学分野）

鶴見大学歯学部
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シンポジウム２『歯科治療における新たなデジタルワークフロー』
（
（特非）
日本歯科放射線学会 共催）

デジタルはインプラント治療のワークフローを
どう変えるか
月岡
座長

庸之（医療法人庸明会 つきおか歯科医院）
金田

隆（日本大学松戸歯学部放射線学講座）

小川

匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

歯科治療における近年のデジタル化は著しく目を見張るものがある．特にインプラント治療において
は，歯科用 CBCT の急速な普及拡大に伴いデジタル化されたデータを扱う局面に多く遭遇するように
なった．インプラント治療は診査診断，治療計画，外科的処置，補綴処置，メインテナンスといった一
連の工程を経て行くもので様々なデータを集積して行く必要がある．
デジタル歯科の黎明期には，これらの工程に対しそれぞれのデータをデジタル化して行く事で作業の
効率化を図ったが，一連した流れとなるとそれぞれに関連性を持たせることは困難であった．
特に補綴物の作製に関しては早期にデジタル化が導入されたこともあり，単独での進化が著しく現在
でも CAD と CAM の双方でデータ使用のクローズとオープンのシステムが乱立している状態である．
また DICOM データとスキャンデータ STL の融合がもたらす，診査診断の情報が正確に外科および補
綴治療に直接結びつくいわゆるデジタルサージガイドのシステムも進歩を遂げた．
しかしながら，これらのシステム上でデジタルデータのみを用いて従来の精度に匹敵するすべての補
綴物を作製することは未だ困難であるため，データの連続性を持たせるため共通の素材としてアナログ
印象と模型を多用しなければならなかった．同時にこれは患者にとっては忍耐の多い治療工程であり同
時に医院およびラボにとっても負担の大きいものであった．
近年口腔内スキャナーの発展により，歯のみならず歯肉など軟組織のデータもデジタル化できるよう
になり，アナログ模型作成の必要機会は減少した．それに伴い現在治療工程の大部分はデジタルデータ
の連続性が取れるようになった．無論現状は未だ，使用する機器やソフトの能力によりデータの互換性
や構築に制限があり，臨床の現場ではケースに応じて機器を使い分けしているのが事実である．重要な
ことはこれらデータの連続性を最大限確立し治療を効率的に構築する方法を将来に向け構築することで
あり，それを実行できる環境の整備である．今回は，これらのデータの集積方法とその利用，および連
続性の確保についてまとめ考察し今後のデジタルワークフロー発展の一助とする．

略

資

歴
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ITI Fellow
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 本大学松戸歯学部放射線学講座 兼任講
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CID Club 理事

師
2014 年 日本大学松戸歯学部

臨床教授
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シンポジウム２『歯科治療における新たなデジタルワークフロー』
（
（特非）
日本歯科放射線学会 共催）

矯正臨床におけるデジタル・シミュレーション
槇
座長

宏太郎（昭和大学歯学部歯科矯正学講座）
金田

隆（日本大学松戸歯学部放射線学講座）

小川

匠（鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座）

矯正歯科領域においても，外科矯正診断時の 3D 画像や実体模型を用いたシミュレーションから，一
般的な矯正治療における歯の移動のシミュレーションまで，様々な技術が導入されている．最近では，
CAD/CAM を用いた実際の治療装置も広く臨床で用いられている．これらは，コンピュータ処理能力
の向上，CBCT や光学印象などのデジタル診断機器の進歩，市場の要求によるコスト低減の必要性，な
どにより，さらに普及するものと思われる．
しかし，シミュレーション技術は，実際の結果との厳密な比較結果をもってその精度を認識されるべ
きであり，使用者たる歯科医師は，利点ばかりではなく，その限界についても正しく理解しておく必要
がある．そして，この「シミュレーションの限界」は，生体情報のすべてをデジタル化することが困難
であることに起因している．とくに，機能情報を装置の設計や治療計画の立案に包含できない点は，治
療結果に大きな影響を及ぼすような致命的な欠点となる場合もある．
本講演においては，1980 年代より当講座において用いて来たシミュレーション技術の変遷を紹介し，
デジタル・シミュレーションの問題点について明らかにしたい．そして，その上で，今後の研究の進む
べき方向としてのバイオメカニカルなシミュレーション技術の必要性について述べたいと考える．
紹介内容
1）外科矯正シミュレーション：コーンビーム X 線画像情報を用いた 3 次元シミュレーションの結果
2）3 次元顎運動解析装置を用いた顎運動シミュレーション：コーンビーム X 線 3D 画像と非接触型運
動解析装置による顎運動の再現
3）CAD/CAM を用いた矯正治療シミュレーション：矯正治療のシミュレーションと可撤式装置の製作，
その臨床応用
4）ロボットを用いた臨床技能訓練シミュレーション：ロボット技術を用いた模擬患者の作製と学生教
育における応用
5）次世代のシミュレーション：リアルタイム力学解析を用いたシミュレーション

略

歴

2013 年 早稲田大学理工学術院客員教授
昭和大学歯科病院長

1989 年 昭和大学大学院・歯学研究科修了（歯学博士）
1995 年 昭和大学歯学部・講師（歯科矯正学講座）
1998 年 UCSF（カリフォルニア大学サンフランシ
2003 年

学会活動

スコ校）客員教授

日本矯正歯科学会

認定医，指導医，専門医，理事

 和大学歯学部主任教授（歯科矯正学講座）
昭

日本顎変形症学会

理事

日本口蓋裂学会

2011 年 バーゼル大学客員教授
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シンポジウム３『デジタル技工の最前線』

（
（一社）
日本歯科技工学会 共催）

The new concept of esthetic digital implant
dentistry!
山下
座長

恒彦（デンテック インターナショナル株式会社）
齋木好太郎（ラボラトリー・オブ・プリンシピア）

現在，歯科界の各分野ではデジタル化のビッグバンが起こっており，その余波は当然この分野でいち
早く導入を行って来たインプラントデンティストリーにも大きな影響をもたらしている．そして，イン
プラント治療のデジタル化が推進された事により，患者の外科的侵襲の軽減（M1 コンセプト），治療
期間の短縮等の優位性が各治療ステップで確認されるようになって来ており，デジタルテクノロジーを
駆使し，安全且つ高精度な治療を達成して来た事で，患者に対して更に身近な治療として受け入れられ
るようになって来た．
この流れは，インプラント治療の中でも特にデジタル化を先行し導入してきた外科並びに補綴分野に
おいて顕著に現れており，その治療ステップとして術前の外科ならびに補綴設計段階で，DICOM デー
タや，診断用デジタルワックス アップの STL 画像等をマリアージュし，まず 3D デジタル診断ツール
を使用し，サージカルガイドを製作する．そのガイドを元にインプラント埋入外科を行い，その後プロ
ビジョナルレストレーションを口腔内に装着する．数カ月の経過観察後，口腔内スキャナーとスキャン
ボディを使用しデジタル印象採得を行い，そのデータを元に最終補綴物製作へと移行する．これらの治
療ステップを正確に遂行することで，設計初期段階で描いていた最終治療結果に限りなく近い状況を再
現できる事が可能となって来ている．
また，審美領域におけるインプラント補綴においても，これまで Soft Tissue Discoloration 等の審美
障害も新たな使用材料の開発や補綴デザインの改良で解決されるようになってきた．そして，口腔内ス
キャナーの精度もデータ取得スピードも格段に上昇し，スキャンボディ等の開発でインプラント補綴の
印象採得も以前の方法とは比べものにならないほど安易になり，デジタル技術を応用することで患者の
苦痛を軽減することに成功した．
これらにより益々患者のニーズに沿った患者ファーストの治療方法が選択出来る様になってきてい
る．これら一連の治療の流れから本講演では CAD/CAM テクノロジィーを用いた最新のインプラント
補綴コンセプトをその種類，デザイン，そしてインプラント補綴のために開発された新しい材料等も交
えて詳しく解説していきたい．
略
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（
（一社）
日本歯科技工学会 共催）

ジルコニアの透光性と審美性
伴

座長

清治（愛知学院大学歯学部歯科理工学講座）

齋木好太郎（ラボラトリー・オブ・プリンシピア）

デジタル技工用材料，すなわち CAD/CAM 用材料は加工システムとの組み合わせにより，多種多様
な材料が活用されており，ジルコニアがその中核をなしている．そして，ジルコニアの種類は年々増え，
関連する材料・器械も充実し，その選択に苦慮する事態となっている．しかも，この分野の変化はきわ
めて激しく，最新情報を常に把握しておく必要がある．とくに，ジルコニアの審美性を高めることは最
大の関心事である．審美性を高めるためには，陶材前装，切削後の着色液（内部ステイン）への浸漬お
よび塗布，最終焼成後の表面ステインおよびグレーズ，プリシェードおよび積層ディスクの使用，蛍光
性の付与，さらにこれらの複合などがある．どの方法を採用するかは，ジルコニアの透光性に大きく依
存する．
強度は高いが透光性は不十分である従来型ジルコニア（3Y-HA）は陶材前装しなければならない．し
かし，陶材は強度が低く，チッピングが危惧されるだけでなく，陶材の厚みを確保するため歯質削除量
が多くなるという欠点を有している．一方，強度は少し劣るが透光性は高い高透光性ジルコニア（3Y
～ 5Y）は，陶材を前装する必要は無く，他の着色方法の選択が可能である．しかし，咬合面への表面
ステインおよびグレーズは，剥離・摩滅に起因する対合歯の摩耗など耐久性の観点から施すべきではな
い．プリシェードの積層型では，色調だけのグラデーションだけでなく，組成も 3Y から 5Y すなわち
透光性のグラデーションも付与された商品が導入されている．また，焼成前に塗布または浸漬すること
により，その部分のみ焼成後の透光性を改善できる特殊溶液も開発されている．
蛍光性は，ジルコニア自体に蛍光を発する機能が付与された商品が発売され注目されている．従来は
蛍光を付与する物質を含んだ溶液に浸漬，または蛍光物質を含む表面ステインまたはグレーズを被覆す
ることにより達成されていた．さらに，両者を複合することも提案されている．以上，ジルコニアの透
光性に応じた着色と蛍光性の付与を中心に，ジルコニアの審美性を高めるための最新情報を解説したい．

略
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シンポジウム４『デジタル義歯製作の現在と今後の展開』
（
（公社）
日本補綴歯科学会 共催）

CAD/CAM デンチャーの魅力を探る
大久保力廣（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）

デジタルテクノロジーの発展により，コンピュータ支援の補綴装置製作が進化し続けている．すでに
インプラント上部構造やクラウンブリッジでは，チタンやジルコニア，ハイブリッドレジンの CAD/
CAM 製作が一般的となり，日常臨床にも広く普及してきた．口腔内スキャナーを用いた光学印象から
の製作精度に関しても信頼性は高まりつつある．
一方，全部床義歯製作への CAD/ CAM 応用もアメリカではすでにコマーシャルベースで普及してい
る．当講座では約５年前から三井化学と協力し CAD/CAM デンチャーの臨床応用を進めてきた．南カ
リフォルニア大学で開発された DENTCA システム（Dentca Inc., Los Angeles）は専用の DENTCA トレー
を使用して，2 ～ 3 回の来院回数で義歯装着を行う新術式である．これまで 20 症例以上に臨床応用し，
従来型義歯とのクロスオーバースタディから，ある程度の患者満足が得られることを確認している．ま
た，トライインデンチャーを用いた CT ダブルスキャンによるデジタルリリーフやピエゾグラフィを用
いてデンチャースペースに合致させるデジタル人工歯排列も可能になってきた．何よりも適合精度の大
幅な向上に加え，義歯データが蓄積されることの恩恵は計り知れない．
他方，パーシャルデンチャーでは義歯がフレームワークを包含する複雑な構造のため，フルデジタル
製作は容易ではない．フレームワーク自体はミリングやレーザー積層造形によりコバルトクロム合金や
チタン合金を用いた CAD/ CAM 加工ができるようになってきた．パーシャルデンチャーのフレームワー
クに関しては，ミリングより積層造形の方が優位なように思われるが，表面の粗造性が難点である．当
講座では解決策の一つとして，積層造形とミリングをワンプロセスで行うハイブリッド加工に注目し，
現在，実験的な検証を継続している．
本講演では当講座における CAD/CAM デンチャーの現状と臨床応用例を紹介し，デジタル技術を駆
使して製作した有床義歯の深遠な魅力を探ってみたい．
略
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（
（公社）
日本補綴歯科学会 共催）

全部床義歯製作の CAD/CAM 化の過程と
到達点
水口
座長

俊介（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）

大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）

IT 技術の飛躍的な進歩の恩恵を受け，補綴装置の製作に CAD/CAM が適用されるようになって久し
い．固定性補綴装置では口腔内での光学印象や CAD/CAM 技術による補綴装置のデザインと製作が実
用化されており，有床義歯の分野でも CAD/CAM 技術によるフレームの製作が実用化され，その品質
も改善され，鋳造より欠陥の少ないレーザーシンタリングによるフレーム製作も実用化されている．全
部床義歯領域でも海外では商業ベースのシステムがいくつも稼働している．義歯製作の CAD/CAM 化
によって，従来法では解決できなかった多くの問題が解決される可能性がある．製作工程における情報
伝達は数値データとなり，義歯形態の数値解析の可能性や製作過程での情報伝達エラーの減少，工程自
体の簡素化，使用材料の進歩等が期待できる．さらにはこれらを臨床指導に適用すれば，バーチャル患
者や遠隔医療における貢献が期待でき，義歯の品質のボトムアップにもつながる．しかしながら CAD/
CAM 化にはいまだ乗り越えられない問題や CAD/CAM 化によって生じる新たな問題も存在する．
全部床義歯は人工歯と義歯床のみで構成されているため，CAD/CAM 化には適した対象といえる．
しかしながら構成要素が人工歯と義歯床のみのため，その形態自体に義歯が必要とされる維持，安定と
いった機能的要素と審美性を盛り込まなければならず，それを実現する過程を CAD/CAM 化すること
が本質であると考えてきた．今回のシンポジウムでは，これまでわれわれが行ってきた全部床義歯製作
CAD/CAM 化の道のりと，進展する超高齢社会における全部床義歯治療に対する CAD/CAM 技術の貢
献の可能性について述べたい．

略

学会活動

歴

日本咀嚼学会理事長

1983 年

東京医科歯科大学歯学部歯学科

卒業

1987 年

同大学大学院歯学研究科

1989 年

同大学歯学部高齢者歯科学講座助手

日本補綴歯科学会理事

2001 年

同 大学大学院医歯学総合研究科口腔老化

日本義歯ケア学会副理事長

制御学分野講師，ロマリンダ大学歯学部

日本磁気歯科学会理事

日本老年歯科医学会常任理事

修了

Visiting Research Professor
2005 年

同 大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯
科学分野助教授

2008 年

同 大学大学院医歯学総合研究科全部床義
歯補綴学分野教授

2013 年

同 大学大学院医歯学総合研究科高齢者歯
科学分野教授

Vol.8, No.1, 2018

- 34 -

シンポジウム４『デジタル義歯製作の現在と今後の展開』
（
（公社）
日本補綴歯科学会 共催）

レーザーシンタリング技術は PDをどう変えるか？
渡邉

座長

祐康（わたなべ歯科）

大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）

デジタルデンティストリーの世界はこの数年で長足の進歩を遂げており，クラウン・ブリッジはもち
ろんフルデンチャーもブロック削り出しの AVADENT，3D プリンティングの DENTCA などデジタル
の時代に突入してきている．こうした中クラウン・ブリッジの領域で行われていたレーザーシンタリン
グ技術を 5 年ほど前より臨床に応用してきた．
コーヌス外冠フレームをレーザーシンタリング法で作製することで，様々なことが可能となった．従
来，診断用 WAX-UP 法を用いて最終形態を決定し，カットバック法にて様々な情報を得ていたが，そ
の過程をデジタルで行うことで，容易な修正を行うことが出来る．デジタル上では最終形態からのカッ
トバック量，支台歯の形成量，とくに生活歯においては無駄な切削を避けることができ必要最小限の切
削で形成できる形成ジグも作成可能である．歯の植立方向に合わせて，欠損部の人工歯の配列をアレン
ジすることも可能である．フレーム作成にあたってもメジャーコネクターのイメージや補強部位の確認
など従来は絵に書いて言葉で説明していたものが，3D イメージとして現物に近い形で確認できること
で，さらに細かい設計も可能である．そして，副模型の必要がなく，レーザー光の焦点を用いるため精
度が高く自由なデザインと高密度な物性による安定した物性を出すことができる．
今回，近未来のパーシャルデンチャー作製において有力な選択肢となりうるレーザーシンタリング法
について実際の症例を交えて紹介する．

略

歴

1995 年 福岡歯科大学歯学部

卒業

1995 年 Norwalk-La Mirada Adult School
1997 年 沖縄県仲里歯科診療所
2000 年 波野村診療所

勤務

2004 年 わたなべ歯科

開業

入校

勤務
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（
（公社）
日本補綴歯科学会 共催）

デジタル義歯製作の現状と限界
米澤

座長

悠（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

大久保力廣（鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座）

近年，IT（インフォメーションテクノロジー）が飛躍的に進歩を遂げ，CAD/CAM 技術の歯科領域
での臨床応用が現実のものとなり，われわれを取り巻く環境も変化してきている．実際の歯科治療にお
いても検査，治療，歯科技工などにデジタル技術が幅広く応用され，補綴領域においては，クラウンブ
リッジの治療ステップをデジタル技術を用いて行うことが可能となってきている．一方，有床義歯補綴
の領域においては，咬合採得後の人工歯排列や歯肉形成などの技工操作が CAD で行えるようになり，
CAM により義歯を完成させることも可能となってきた．しかし，床義歯製作の全工程を CAD/CAM で
行うことができるわけではない．現状として治療の成功を左右する印象採得や咬合採得は，術者の技術
レベルに大きく依存するため，CAD/CAM の入る余地のないステップである．
われわれはこれまでに口腔内スキャナーを用いた粘膜印象採得の精度について検証し，その臨床応用
が十分可能であることを報告してきた．上記をふまえ義歯製作工程における印象採得や咬合採得にデジ
タル技術を適用することが可能となれば，術者の技術に影響されにくい義歯の製作が可能となると考え
る．さらに，印象材などの歯科材料を口腔内で使用する必要がなくなり，高齢者診療時や在宅診療時に
おける制限環境下での印象採得，咬合採得のリスクを最小限に抑えることができ，安全かつ簡便に診療
を行うことが可能となる．さらに，採得したデジタルデータは永久に保存することが可能で，義歯が長
期間経過し，再製作が必要になった場合の印象用トレーをそのデータから製作することも可能であり，
今までは不可能とされていた臨床手法を活用可能となることも口腔内スキャナーを用い光学印象採得を
行う大きなメリットである．また，完成した義歯をデスクトップスキャナーでスキャンし，デジタルデー
タとして保存する試みをわれわれは行っている．
これにより義歯紛失時に早急に機能回復が必要となる場面において即座に複製義歯を製作することも
可能な上，その複製義歯から咬座印象を行うことも可能である．このような試みを通じ本シンポジウム
では当講座で行ったデジタル技術を応用した義歯製作方法を報告し，今後の可能性を紹介する．

略

歴

2008 年

岩手医科大学歯学部卒業

2009 年

岩 手医科大学歯学部補綴学講座有床義歯
補綴学分野

2012 年

岩 手医科大学歯学部補綴学講座有床義歯
補綴学分野

2013 年

常任研究員
助教

岩 手医科大学歯学部補綴・インプラント
学講座   助教
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企画講演１（ジーシー）

ジーシー Aadva について
木南
座長

良二（株式会社ジーシー 機械開発部）
舞田

健夫（北海道医療大学歯学部高度先進補綴学分野）

弊社は 2000 年に国産歯科用 CAD/CAM システムとして，「ジーシー GN-I」を発売した．それ以降こ
れまで，歯科に関連する社会的環境や要求の変化への対応に加え，歯科における新たな提案として，
CAD/CAM システムを「Aadva（アドバ）」へと進化させてきた．
最新の Aadva システムは，保険 CAD/CAM 冠をもちろん，ロングスパンのインプラントフレームス
トラクチャーのように製作難易度の高い補綴装置を含め，補綴装置製作をトータルにサポートする
CAD/CAM ソリューションとなっている．Aadva システムは，ラボユースを想定した模型用スキャナー
や設計用 CAD ソフトウェア，加工機より構成され，多くの補綴装置製作が可能となる．これらに加えて，
加工センターを利用した精密加工により，複雑化する補綴装置製作のデマンドにもお応えできる．一方，
デジタルデンティストリーにおいては，口腔内スキャナーに代表される新たなキーデバイス，キーマテ
ルアルが登場し，デジタルにより対応可能なシーンの拡大を続けている．
今回の講演では，最新の Aadva システムに加え，口腔内スキャナーへの展開などを含めた弊社の将
来展望についてもご紹介させて頂く．

略

歴

1997 年

株式会社ジーシー入社

2009 年

同社機械開発部 主任開発員

2010 年

同社機械開発部 課長

2013 年

同社機械開発部 部長

2018 年

同社機械開発部 CAD/CAM 担当部長
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企画講演２（ヨシダ）

新しい「Trophy Solutions」について
〜 Smart Scan & Milling 〜
檀上
座長

佳希（トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社
セールス＆マーケティング部）

舞田

健夫（北海道医療大学歯学部高度先進補綴学分野）

デジタルデンティストリーが進歩していく中，歯科医師の方々のニーズも様々になってきており，オー
プンシステムを介して，口腔内スキャナー，CAD ソフト，ミリングマシン，3D プリンター等の連携が
広がり選択肢が増加している．
一方で，歯科医院内で修復物の作製を完結させることができる院内完結型 CAD/CAM システムへの
ニーズも高まってきている．
今後，オープンシステム，院内完結システムの両方において重要となるのは，精度の高い印象採得を
口腔内からダイレクトに行うことができる，口腔内スキャナーになっていくことが予想される．
トロフィー・ラジオロジー・ジャパン社では口腔内スキャナー「トロフィー 3DI プロα」を中心と
した CAD/CAM システム「Trophy Solutions」をご提案しており，今回は口腔内スキャナー「トロフィー
3DI プロα」を中心に「Trophy Solutions」のラインナップに新たに加わったミリングマシン「トロフィー
カムプロ」を交えてご紹介させていただく．
「トロフィー 3DI プロα」
高速連射でデータを取得し 3D 画像を構築するため，スピーディーな印象採得ができ，高画質な画像
で再現できる口腔内スキャナーである．
フル HD の 3D カラー画像は，患者様へのコンサルテーションへの活用も可能である．ユニークなイ
ンテリジェントマッチングシステムを採用することで，一旦スキャンを止めた後の再スキャンも，場所
を選ばず開始することができ，術者に対するストレスを軽減することができる．新たにスキャンガイディ
ング機能を搭載し，スキャン量が不十分な個所を術者に示すこともできる．
2 種類のスキャンチップはオートクレープ滅菌が可能であり非常に衛生的である．
「トロフィーカムプロ」
ハイパワーのスピンドルを搭載したチェアサイド用の新型ミリングマシンである．
複数のサイズのバーを使い分けて切削を行うことで，精度の高い修復物の提供が可能である．カービ
ングモードも搭載しておりハイスピードなブロック加工が可能となった．

略

歴

2014 年

トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社
セールス＆マーケティング部
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企画講演３（スリーエム）

口腔内スキャナーの新たな展開
宮本

座長

康司（スリーエムジャパン㈱ヘルスケアカンパニー 
歯科用製品技術部）

中村

隆志（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座）

日本の歯科界に CAD/CAM システムが導入されて既に久しい．口腔内スキャナーだけを見ても既に
20 年の時間が経過しているが，これまで本格的な普及には到っていなかった．しかし，2014 年に 3M
が国内で初めて口腔内スキャナー単体の薬事承認を「クラスⅡ デジタル印象採得装置」として取得し
て以降，急速に市場に参入するメーカーが増えた．
この流れに伴い，口腔内スキャナーを導入する歯科医院も加速度的に増加している．CAD/CAM 冠
が保険に導入されたこともあり，スキャナー・CAD/CAM システムの普及が進んでいる歯科技工所側
でも，口腔内スキャナーのデータを受け，模型・補綴物を作製する体制が着々と整っており，既に補綴
治療での口腔内スキャナーの使用は，その本格的な波が到来したと考えられる．
3M の口腔内スキャナーは，①業界最小のワンドサイズによる患者の負担軽減，
②高精度スキャニング，
③オープンシステムがもたらす自由な治療フローが選択可能という特徴を持つ．適応症は，インレー・
アンレー・クラウンにとどまらず，ブリッジやインプラント・部分床義歯への使用が，薬事承認でも広
範に認められている（『歯科修復物・歯科補綴物』の作製が可能）．『矯正用途』に関しても，2016 年 11
月にブラケット型矯正装置を，2017 年 10 月に新たにアライナー型矯正装置に対しても薬事承認を取得
した．
本講演では，3M の口腔内スキャナー「3MTM トゥルー デフィニション スキャナー」を用いた補綴・
矯正の治療について，実際の用途を踏まえて，現在の実力値をご説明する．また導入のメリット，向き・
不向きについて，実際に活用いただいているユーザーの声も交えお話しする．

略

歴

2006 年

スリーエムジャパン株式会社 入社
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企画講演４（デンツプライシロナ）

デジタルデータ運用の再考．拡大した CEREC
の運用方法
草間
座長

幸夫（医療法人社団研整会 西新宿歯科クリニック）
中村

隆志（大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座）

世界初のチェアサイド CAD/CAM「セレックシステム」の登場が 1985 年．わが国で「デジタル印象
採得装置」が一般的名称として新設されたのが 2014 年．約 30 年の時を経て，口腔内デジタルデータは
修復物製作のみならず，様々な用途に活用されるに至った．
メーカーオリジナルフォーマットで始まったスキャンデータは，3D の一般的フォーマット「STL」
でエクスポートされ，広く認知される原動力となった．セレックシステムのようなメーカーが動作・精
度等を検証したシステムを「クローズシステム」と呼称し，STL を使用するシステムが「オープンシス
テム」と必要以上に喧伝された結果が影響しているのか，医療現場で少なからず混乱を来していると耳
にする．すなわち「なんでもできる」はずのオープンシステムが，特定の事にしか使用することができ
ない，デジタル化したのに結果に満足できない等，様々である．
デジタルデンティストリーがさらに発展することは，火を見るより明らかだが，ここで一度われわれ
が使用するデジタルデータについて，整理して考えることが必要ではなかろうか．
どのようなシチュエーションで，どのデータフォーマットを使用することが理想的なのか．決して安
価ではないシステム導入．デジタルデンティストリーのスタートにつまずかないよう，一緒に考えてみ
たい．

略

学

歴

会

1979 年

城西歯科大学 卒業

日本デジタル歯科学会

1991 年

医療法人社団 研整会 西新宿歯科クリニッ

日本口腔インプラント学会

ク開設
2006 年

ISCD CEREC インストラクター

2014 年

日本臨床歯科 CADCAM 学会
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専門医

企画講演５（ストローマン）

Straumann Group Partners による
更なる Digital Workflow
山名
座長

一史（ストローマン・ジャパン株式会社）
鬼原

英道（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

昨今のデジタル機器，ソフトウェアの開発スピードは更に加速している．デジタル連動における効率
化は，アナログとは大きく違う優位点を持っていることは言うまでもない．例を上げるとすれば，IOS
によるデジタル印象は，印象材，郵送代を不要とし，さらにスピーディなデータ送信を可能とする．ま
たミスを軽減するデジタルデータによる管理ができる．
ストローマン社は今回供覧する Straumann Group Partners のアライアンス提携により，様々なデジ
タル連動パターンを急速に開発している．本年はミリングマシーンの販売開始に伴い，成田プラントの
センター方式からインハウス，チェアサイド方式への市場へも参入する．また昨今で注目されている
3D プリンター市場へも参入する．昨年の Trios3（IOS）の販売を皮切りに，デジタル製品に関わる機
器はほぼ網羅することになり，多くのお客様のビジネスニーズに答えることができる体制となる．本日
供 覧 す る Ｍ， Ｄ， Ｃ シ リ ー ズ は ミ リ ン グ マ シ ー ン， Ｐ シ リ ー ズ は 3D プ リ ン タ ー で あ る．CAI ⇒
CAD ⇒ CAM という Digital Workflow 市場が少しずつ拡大していく中，われわれの使命は，ドクター，
テクニシャンの関連性，効率性をフォローアップすることであり，またそれらを如何に精度高く提供す
るかにある．ソフトウェアのオープン化，また様々なデジタル機器が存在する市場における精度の検証
は非常に大切なことであり，われわれはお客様の多くの要望に応えていきたいと思う．
本日は Straumann Group Partners が成しえる Digital Workflow と新製品の特徴を含めたご説明をさせ
て頂き，IOS，Desktop スキャナー，デザインソフトウェア，3D シュミレーションソフト，ミリング
マシーン，3D プリンター，成田プラント，これら弊社が所有，販売するすべてのデジタル連動形態を
ご理解頂くと共に，今後の更なる開発にご期待頂きたい．

略

歴

2008 年 ノ
 ーベル・バイオケア・ジャパン株式会社
2017 年 ストローマン・ジャパン株式会社
プロダクトマネージャー
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企画講演６（ノーベル・バイオケア）

New Nobel Biocare Digital solution
廣田健太郎（ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社）

座長

鬼原

英道（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

近年の日本国内では CAD/CAM 関連機器やソフトウェアの進化が加速しており，特に歯科インプラ
ント治療において，急速にデジタル化が進んでいる．インプラント治療には，術前の CT 検査による 3
次元的な診断が有用であり，CT 撮影がスタンダードとなっている．また，歯科用 CT の普及が進み，
それに伴って CT データを基にサージカルテンプレート（外科用テンプレート）を使用する施設数，症
例数が共に増加傾向にある．デジタル化とサージカルテンプレートの導入により，診断および埋入シミュ
レーションしたとおりの部位にインプラントを埋入でき，より精度が高く安心・安全なインプラント手
術が可能となった．手術時間の短縮や低侵襲な外科治療などが，術者ならびに患者様にとって大きなメ
リットであることから，近年特にガイディッド・サージェリーの有用性に注目が集まっている．
そして，口腔内スキャナーの開発に伴い，インプラント治療におけるデジタルワークフローが浸透し
つつある．ノーベルバイオケア社では，補綴分野におけるデジタルソリューションの一翼を担う CAD/
CAM シ ス テ ム（NobelProcera®）が 2000 年 に 日 本 国 内 で 紹 介 さ れ，2007 年 に は 千 葉 県 内 に
NobelProcera®Production Center となる「幕張プラント」がオープンした．それ以降スキャナー，関連
ソフトウェアなどノーベルバイオケアのデジタルソリューションは目覚しい進化，発展を続けている．
本年度新しくリリースされる「NobelClinician® 3.2」と「DTX StudioTM design 1.5」では，双方のソ
フトウェア連携機能となる『SmartSetup』と『TempShell』ソリューションが使用可能となる．
本講演では，一連の歯科インプラント治療をより安全で確実に行うため，あらゆる面からサポートす
る Nobel Biocare Digital solution のワークフローについて紹介する．

略

歴

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社
マーケティング部 プロダクトマネージャー
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企画講演７（モリタ）

VR，
AR，
MR がもたらす「これからの歯科医療」
窪田

座長

努（クボタ歯科）

鬼原

英道（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

Digital Dentistry というカテゴリーで多くの商品が発表されてきた．しかし，アナログの工程がデジ
タルに置き換わっただけで，デジタルらしい活用ではなく，今までとやっていることは，大して変わっ
ていない．たとえば，レントゲンフィルムから CT に代わっても，今までのレントゲンフィルムと同じ
ように，モニタに映し出された CT を見て，術者の「経験と勘」によって，頭の中で，CT と実体を重
ね逢わせながら，治療が行われている．これでは，せっかくのデジタルデータを活用しきれていない．
デジタルの利点は，デートをリンクさせることができることである．
口腔内の歯と CT データ（DICOM），CAD データ（STL）を三次元的に重ね合わすことができれば，
「治療に必要な情報（歯髄，下歯槽管，理想的な支台歯 etc）」を処置部位に表示させることができ，目
線を切ることなく，リアルタイムに「治療に必要な情報」を見ながら，治療が行える．このナビゲーショ
ンによって，誰にでも正確で安全な治療が可能となるのではと考えた．
可視化技術の一つである VR（Virtual Reality）は，PC によって作り出された仮想空間をあたかも現
実のように体験させる技術で，実際に見えないものを見えるようにはできても，実際に歯に触れること
はできない．AR（Augmented Reality）は，人が見ている現実世界に，情報を加える技術だが，今のデ
バイスでは，ナビゲーションを実現することは困難である．
そこで，VR と AR を融合させた MR（Mixed Reality）を活用することにした．術者がヘッドマウン
トディスプレイ（HMD）を装着する．次に，HMD と歯，器具の位置をトラッキングし，HDM に映し
出されている仮想空間に「治療に必要な情報」と器具の CG をリアルタイムに表示する．そして，
HDM の前面に装着したステレオカメラによって捉えられた現実映像を仮想空間に写し込み，歯と「治
療に必要な情報」を重ね合わせる．この結果，「治療に必要な情報」を見ながら，実際に器具を使って，
治療ができる．このシステムは，臨床だけではなく，教育において，シミュレーションとしても活用で
きる．目の前にマネキンしかなくても，HMD を装着すれば，目の前に人が現れ，臨場感あふれる実習
を受けることができる．そして，学生全員が同じ条件の実習を経験することができる．

略

所

歴

属

1990 年

大阪歯科大学卒業

京都 SJCD

1993 年

京都市左京区にてクボタ歯科開業

NGSC

2003 年

京都 SJCD 会長（2 期 4 年）

日本口腔インプラント学会

IDS にて，MR 歯科治療シミュレーショ

日本補綴歯科学会

ンを発表

岡山大学病院クラウンブリッジ補綴科

2017 年
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特別セミナー

AR，AI 技術を用いた新しい診療補助装置
“スカウター” の開発と Net Work System との
統合について
林
座長

俊輔（医療法人社団 林歯科医院）
   後藤

近藤

英俊（医療法人社団 林歯科医院 技術担当・IT 管理部長）

尚知（岩手医科大学歯学部補綴・インプラント学講座）

今日，デジタルデンティストリーと言えば，CAD/CAM に代表される技工操作に関係する事例を取
り上げられることがほとんどだと思う．われわれ臨床家が，臨床の場でデジタルの恩恵を直接得ている
項目は，レントゲンやカルテ入力等限られた場面であると考えられる．
そこでわれわれは，もっとデジタル情報を診断や実際の手技に活かせないものかと考え，以下のアイ
テムを開発した．すなわち，高性能マイクロカメラや赤外線深度センサーから得られた口腔内情報を一
度コンピュータに取り込み，画像処理および CT などの付加的情報を添付した後，eye wearable に feed
back 表示するシステムである．この feed back 情報は，eye wearable 上で AR（Augmented Reality）技
術によりマーカーレスにて，リアルタイムに，重ね合わせ表示が可能となる．また，これらの画像情報
は，ネットワーク上で繋がっているため data を cloud 上にアップロード後，big data 化し，AI による最
適化を行うことで，最も有用な情報を検索する手法を開発しつつある．
今回の発表では，われわれの開発した Zoom up Scouter，CT Scouter の発表に続き，この研究の考え
方の基本となった，“人の歩行をトラッキングする AR システム” のデモンストレーションをライブで行
う予定である．
*Zoom up Scouter：マイクロカメラをコントラ，超音波スケーラー，ロータリーファイル等に設置す
ることで根管内や歯の遠心部の極小域を直視しながら作業ができる．
*CT Scouter：直視した視野に CT 画像を重ねることで，口腔内の実像を透過して内部の骨を確認する
ことができる．これらの Scouter システムはいずれも術者の視点を外部から共有可能とし，教育，研究
への情報応用を実現する．
*AR -トラッキングシステム：マーカーレスにてトラッキングする機能を応用し，咬合と身体機能の調
和を歩行のバランスから測定できるシステム．
これらの発表を通して，個々のシステムではなく，デジタルデンティストリーの根幹となる考え方を
問い直したいと思う．
略

歴

1984 年

北海道大学歯学部卒業

1988 年

北海道大学大学院修了
北海道大学歯学部矯正科

1989 年

歯学博士
医員

北海道医療大学歯学部矯正科

助手

林歯科医院開業
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ランチョンセミナー１

Intra Oral Scanner を用いた，
高透光性ジルコニア接着臨床
中村

昇司（八重洲歯科診療所，日本歯科大学生命歯学部接着歯科
学講座）

近代歯科界には，デジタル歯科・接着歯科・インプラント歯科などいくつかの素晴らしい技術革新が
認められる．なかでも歯科におけるデジタル技術の広がりは，目を見張るものがある．
特にデジタル技術は，その中でも日常臨床で施術頻度が高い修復・補綴治療へ多く取り入れられてい
る．印象採得に着目しても，従前の練成印象材を使用せずに精度に優れた IOS（Intra Oral Scanner）を
使用することで患者の負担を大きく軽減することが可能となった．また，上記以外にもデジタル技術を
歯科治療へ応用することで，①従来使用していた材料よりも高品位な物が使用可能，②新しい材料が使
用可能，など様々な利益を得ることが可能となった．
従来の歯科用 CAD/CAM システムにおいて使用可能な材料は，シリカ系セラミック材料とレジン系
ハイブリット材料などであった．しかし昨今，デジタル技術の材料的機械的技術革新に伴いジルコニア
が臨床へ応用されるようになってきた．以前のジルコニアは，機械的強度に優れるものの透明感に欠け，
補綴物のコア材としての応用にとどまり，単体としての使用に耐えるものではなかった．その中から，
改良を加え審美性に優れる高透光性ジルコニアが発表させるにいたった．高透光性ジルコニアは，従来
のコア材としてのジルコニアより強度が劣るものの，シリカ系セラミックに比較して高い強度を有して
いる．また，その構造から対合歯を摩耗させにくいことが明らかとなってきた．これらのことは，患者
術者双方を修復・補綴物破損と対合歯損耗の危険性から回避できる可能性を示している．
高透光性ジルコニアを含めたジルコニアは，万能とは断言できないものの優れた材料であり臨床の選
択肢として重要と言えよう．ジルコニアは，機械的強度に優れる材料であるが MI 達成の観点からも２
次う蝕抑制の観点からも接着性レジンセメントの使用が望ましい．
優れた接着性レジンセメントを適切に使用することで，ジルコニアの優れた性質を最大限に発揮させ
長期予後獲得の可能性を向上し患者により良い歯科医療を提供できると思われる．
今回セミナーは以上をふまえ IOC，高透光性ジルコニア，接着性レジンセメントを含めた接着技法の
包括的な内容としたい．

略

所

歴

属

1992 年 日本歯科大学歯学部卒業

日本デジタル歯科学会

1997 年 日
 本歯科大学歯学部大学院歯学研究科卒業

日本歯科審美学会

2003 年 日本歯科保存学会専門医

日本接着歯科学会

2012 年 日 本歯科大学生命歯学部接着歯科学講座

日本臨床歯周病学会

非常勤講師

日本口腔インプラント学会

医 療法人社団有歯会八重洲歯科診療所理

日本臨床歯科医学会

事長
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ランチョンセミナー２

デジタルインプラントデンティストリーの可能性
千葉

豊和（札幌市・千葉歯科クリニック）

現在数多くのインプラントメーカーが存在し，実際どのシステムを用いて治療を行うかは術者各々の
見解で決められているのが現状である．各メーカーは自社における優位性を打ち出し市場に流通させて
いて，それぞれ創意工夫し独自のインプラントとして他との違いを強調している．また，このような特
徴に加え症例別，もしくは部位別に独特なインプラントを開発し推奨しているメーカーも存在する．こ
のような状況に加えて，近年ではデジタルを応用することにより埋入から上部構造までの作製をより正
確，簡便に行えることを第一の特徴としたインプラントシステムが登場してきた．その中で DIO が行っ
ているインプラントシステムはデジタルとの融合という部分にいち早く注目し，特に光学印象データを
応用することによりいかにインプラント治療の簡便化を図るかということに着目したシステムである．
特にガイデッドサージェリーでは 3Shape 社と共同開発した光学印象と CBCT データのマッチング
データ上でインプラントプランニング，サージカルガイドの設計を行うシュミュレーションソフト，さ
らにそのマッチングデータから同時にファイナルアバットメント，プロビジョナルレストレーション，
最終上部構造などをデザイン，作製出来るソフトウェアを有している．また，独自のスキャンアバット
メントを応用することにより口腔内スキャンデータ上でのアバットメントデザイン，上部構造の作製を
行えるシステムもまた確立している．
このようにデジタル技術をインプラント治療に取り入れることの目的は，より安全性が高く，患者負
担を軽減でき，作業の簡便化が図れ，より予知性の高い治療とすることであり今後必ずや進歩していか
なければならない分野であろう．今回，DIO が持っているシステムを用いた臨床例を提示すると共にそ
の有効性をについて紹介したいと思う．

略

所

歴

1989 年 東北歯科大学

日本補綴歯科学会

卒業

1993 年 奥羽大学歯学研究科

北海道 SJCD

助手

原宿デンタルオフィス 勤

会員

顧問

岩手医科大学歯学部歯科補綴・インプラント学講座   
非常勤講師

務
1997 年 札
 幌市中央区 千葉歯科クリニック 開業

北海道医療大学歯学部クラウンブリッジ・インプラ
ント学講座

Vol.8, No.1, 2018

専門医

日本臨床歯科医学会

卒業
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1994 年 東
 京都渋谷区

属
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非常勤講師

ランチョンセミナー３

口腔内スキャナーで変わる臨床と歯科医院経営
遠山

敏成（医療法人社団スターティス 

マイスター春日歯科クリニック）

歯科界に口腔内スキャナーが登場してから既に 30 年以上が経過し，現在では多くのメーカーから次々
と新しい機種が発売されている．近年ではそれらの精度やスピードも著しく改善され，臨床での使用に
関しても従来のアナログの印象方法よりも優れている部分も多くある．
しかしながら，日本国内におけるその普及率はまだまだ低く，欧米諸国とのデジタル化の差は大きく
開いたままである．現状，日本では口腔内スキャナーを用いて口腔内を印象採得したデータは保険適応
されず，保険の CAD/CAM 冠に用いることができない（口腔内スキャナーを用いて石膏模型を印象採
得すれば保険適応可）ため，自費治療での使用が導入の前提となり，口腔内スキャナーの導入に二の足
を踏んでいる歯科医院も多いはずである．だが，歯科技工士や歯科技工専門学校の減少から，歯科技工
の効率化の一つとして口腔内スキャナーが保険導入される事が期待されている．
口腔内スキャナーを用いてデジタルインプレッションを行う事は「模型レス＝作業の効率化」になる
という事だけではなく，今までには無い多くのテクノロジーの恩恵を受ける事ができる．例えばデータ
化する事でスキャンデータをスペースを取らずに保管でき，患者の歯列の経年的な変化や術前・術後の
比較をする事が可能で，必要な時に 3D プリンターなどを用いて実際の模型として排出する事もできる．
さらに，臨床の術式次第では従来のやり方よりも精密な補綴物の作製も可能である．また，別の観点か
ら言えば，新しいテクノロジーの導入は歯科医院内のモチベーションの変化にも繋がり，それが患者に
も伝わる事で歯科医院運営においても大きなプラスに働くと考えられる．
今回は 3MTM トゥルーデフィニションの導入による日常臨床の変化や，プロビジョナルレストレー
ションからのダブルスキャンを用いたクラウンの作製方法など，開業医としての多角的な観点から口腔
内スキャナーを論じたい．最新の症例や，デジタル化を後押しする材料についてもお話しする．

略
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O-01

࣮ࣞࢨ࣮↝⤖✚ᒙ࠾ࡼࡧษ๐㐀ᙧࡼࡾ〇సࡋࡓ Co-Cr ྜ㔠࢚࣮࣮࢝ࢫࢡࣛࢫࣉࡢ㐺ྜᛶ
⥔ᣢຊ
ۑ㫽ᒃ㯞⳯1㸪௰⏣㇏⏕1㸪㧗ᶫஓ㸯㸪Ἑᮧ ᪼㸰㸪᪂ಖ⚽ோ㸯㸪ஂಖ ຊᘅ㸯
1
㭯ぢᏛṑᏛ㒊᭷ᗋ⩏ṑ⿵⥛Ꮫㅮᗙ, 2㭯ぢᏛṑᏛ㒊ṑ⛉ᢏᕤ◊ಟ⛉
Fitness and retentive force of cobalt-chromium alloy clasps fabricated with repeated laser sintering and milling
Torii M1㸪Nakata T1㸪Takahashi K1㸪Kawamura N2㸪Shimpo H1 㸪Ohkubo C1
1
Department of Removable Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental Medicine
2
Department of Technician Training Institute, Tsurumi University Dental Hospital
Ϩ㸬┠ⓗ
㏆ᖺࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡣ㸪ṑ⛉་⒪࠾࠸࡚ࡶ〇㐀ຍᕤἲࢆⓎᒎࡉࡏ㸪CAD/CAM ࡼࡿษ๐ຍᕤࡸ✚
ᒙ㐀ᙧἲࡼࡿ࣡ࢵࢡࢫࣃࢱ࣮ࣥࡢ〇సࡸ㔠ᒓຍᕤࡶ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ᙜㅮᗙ࡛ࡣ✚ᒙ㐀ᙧ
࣑ࣜࣥࢢࢆ࣡ࣥࣉࣟࢭࢫ࡛⾜࠺ࣁࣈࣜࢵࢻ㐀ᙧࡼࡿ࢚࣮࣮࢝ࢫࢡࣛࢫࣉࡢ〇సࢆヨࡳ㸪㐺ྜᛶ
࠾ࡼࡧ⥔ᣢຊ㛵ࡍࡿ᳨ウࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࣞࢫࢺ㒊࠾ࡅࡿ㐺ษ࡞㐺ྜ⢭ᗘࢆᐇ⌧ࡍࡿࡢࡣᅔ㞴
࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㖋యࡽࣞࢫࢺࡢ⛣⾜㒊ᑐࡋࢹࢪࢱ࣮ࣝࣜࣜࣇࢆ⾜࠸㸪㐺ྜᛶࡢ
ᨵၿࢆᅗࡿྠ⥔ᣢຊࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ⇕ฎ⌮ࡼࡿ㐺ྜᛶ⥔ᣢຊࡢᙳ㡪ࡶ᳨ドࡋࡓ.
ϩ㸬᪉ἲ
⮻ṑࡢᨭྎṑࢆᐃࡋࡓ㸪18-8ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰〇ࡢ㔠ᆺࢆ⏝࠸ࡓ㸬ᨭྎṑࢆࢫ࢟ࣕࣥᚋ㸪CAD࡚࢚࣮࢝
࣮ࢫࢡࣛࢫࣉࢆタィࡋࡓ㸬ࡲࡓ㖋యࡽࣞࢫࢺࡢ⛣⾜㒊ᑐࡋ㸪⣙50 ȝmࡢࢹࢪࢱ࣮ࣝࣜࣜࣇࢆ⾜࡞
ࡗࡓࢹࢨࣥࡶ㏣ຍࡋࡓ㸬✚ᒙ㐀ᙧἲ(repeated laser sintered; ௨ୗ, RLS)࠾ࡼࡧ✚ᒙ㐀ᙧษ๐ຍᕤࡢ
ࣁࣈࣜࢵࢻ㐀ᙧἲ(hybrid manufacturing; ௨ୗ,HM ࣮ࣜࣜࣇヨᩱ; ௨ୗ, HM with relief)ࡣࢥࣂࣝࢺ
ࢡ࣒ࣟྜ㔠⢊ᮎࢆ⏝ࡋࡓ㸬ࢡࣛࢫࣉࢹࢨࣥࢹ࣮ࢱࢆ㔠ᒓග㐀ᙧ」ྜຍᕤᶵ(LUMEX Avance-25, ᯇᾆ〇సᡤ
♫〇)㏦ಙࡋ㸪ヨᩱࢆ〇సࡋࡓ㸬ࡲࡓ⇕ฎ⌮ࡼࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࡓࡵ㸪HM with reliefࢆ┿✵⅔
(NQPC-60/60/100(S6), IHI♫〇)ࡼࡾ㸪ࣝࢦࣥ㞺ᅖẼୗ࡚⇕ฎ⌮ࢆ⾜࡞ࡗࡓ㸦௨ୗ, HM heat treatment㸧㸬
ࡲࡓ㸪ᮏ◊✲ࢹ࣮ࢱࢆඛ⾜◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓCo-CrࡢCastࢡࣛࢫࣉẚ㍑ࡋࡓ㸬⾲㠃⢒ࡉࡣ㠀᥋ゐᆺ୕ḟඖ
ᐃ⨨࡚ ᐃࡋࡓ㸬㐺ྜ⢭ᗘࡣࢡࣛࢫࣉ㔠ᆺࡢ㛫㝽㔞ࢆࢩࣜࢥ࣮ࣥ༳㇟ᮦ࡚ホ౯ࡋࡓ.
⥔ᣢຊࡣ⬟ᆺᘬᙇヨ㦂ᶵ (EZ-S-200N, ᓥὠ〇సᡤ♫〇)ࢆ⏝࠸࡚ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ50 mm/min࡚ࢡࣛࢫ
ࣉࡀ㔠ᆺࡼࡾ㞳⬺せࡋࡓ᭱Ⲵ㔜್ࡋ,ึᮇ⥔ᣢຊ10,000ᅇࡲ࡛╔⬺ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㸪⥔ᣢຊࡢኚࢆ
ᐃࡋࡓ㸬ヨᩱᩘࡣྛ᮲௳ࡘࡁ5ಶࡎࡘ㸪ィ20ಶ〇సࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣKruskal-Wallisࡢከ㔜ẚ㍑᳨ᐃ
࠾ࡼࡧFriedman᳨ᐃ Ș  ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
⾲㠃ᛶ≧ࡣ HM, HM with relief, HM heat treatment ࡢ࡚ࡢࢡࣛࢫࣉෆ㠃ࡣ⣙ 0.6 ȝm ࡛࠶ࡾ㸪࣮ࣜࣜࣇࡸ⇕
ฎ⌮ࡢ᭷↓㛵ࢃࡽࡎࡽ࡞⾲㠃ࢆ♧ࡋࡓ㸬RLS ࡛〇సࡋࡓࢡࣛࢫࣉෆ㠃ࡣ 4.9 ȝm  HM ࢡࣛࢫࣉẚ㍑
ࡋ࡚᭱ࡶ⢒㐀࡞ࡿ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓ(p<0.05). ࡲࡓ RLS  HM, HM with relief, HM heat treatment 㛫࡛᭷ពᕪ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ(p<0.05).ࡉࡽ࣮ࣜࣜࣇࡸ⇕ฎ⌮ࡢ᭷↓࠾࠸࡚⾲㠃⢒ࡉ᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ(p<0.05)㸬
⧞ࡾ㏉ࡋヨ㦂 10,000 ᅇᚋࡢ⥔ᣢຊ(N)ῶ⾶⋡(%)ࡣ㸪Cast: 7 N , 41.1 %, HM: 8.9 N, 27.6 %, RLS: 11.2 ,
14.3 %, HM with relief: 13.8 N, 14.3 %, HM heat treatment: 14.9 N, 30.8%࡛࠶ࡾ㸪⧞
ࡾ㏉ࡋヨ㦂 10,000 ᅇᚋࡢ⥔ᣢຊࡣ HM heat treatment ࡀ 15 N ᭱ࡶࡁࡃ㸪ḟ HM with relief㸪RLS, HM, Cas
㹲ࡢ㡰࡛࠶ࡗࡓ㸬
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪CAM ࠾ࡅࡿษ๐ࣂ࣮ࡢ┤ᚄ➼ࢆ຺ࡋ㸪HM with relief ࡢࡼ࠺㖋యࡽࣞࢫࢺࡢ⛣⾜㒊
ᑐࡋ 50 ȝm ࡢ࣮ࣜࣜࣇࢆ⾜࠺ࡇ࡛㸪ࡼࡾ㧗࠸㐺ྜ⢭ᗘ࠾ࡼࡧ⥔ᣢຊࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬HM with relief ẚ
㍑ࡋ㸪HM heat treatment ࡛ࡣ⥔ᣢຊࡢቑຍࢆㄆࡵࡓࡀ㸪⇕ฎ⌮ᚋࡢࢃࡎ࡞ኚᙧ࠾ࡼࡧᙎᛶ⋡ࡢቑຍࡼࡾ⏕
ࡌࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬㏻ᖖ㸪⩏ṑࡢ╔⬺ࢆ 1 ᪥ 3 ᅇ⾜࠺ࡇࢆᐃࡍࡿ㸪10,000 ᅇࡢ╔⬺ࡣ⣙ 9 ᖺ㛫ࡢ
⏝┦ᙜࡍࡿ㸬HM with relief ࡣ㗪㐀ἲ࡚〇సࡋࡓࢡࣛࢫࣉࡼࡾࡶ 14.3 % ᑠࡉ࠸⥔ᣢຊࡢῶ⾶⋡ࢆ♧ࡋࡓࡇ
ࡽኚᙧ㔞ࡶ᭱ᑠ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡽࡢࡇࡽࡶ㸪✚ᒙ㐀ᙧษ๐ຍᕤࡢ࣡ࣥࣉࣟࢭࢫἲࡼ
ࡾ 〇సࡋࡓ ࢡࣛࢫࣉ ࡣ⮫ᗋ ᛂ⏝ྍ⬟ ࡞㐺ྜ⢭ ᗘ⥔ ᣢຊ㸪⪏ ஂᛶࢆ᭷ ࡍࡿࡇ ࡀ♧၀ ࡉࢀࡓ .
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O-02

✚ᒙ㐀ᙧἲࡼࡿ᭷ᗋ⩏ṑ〇సࡢྍ⬟ᛶᚋࡢᒎ㛤
➨㸰ሗ ⌧⢭ᗘཱྀ⭍ෆヨ㐺ホ౯
ۑ๓⏿ 㤶1㸪⏕⏣㱟ᖹ1㸪⋢⨨ྖ1㸪ᖹ㔝⥤ኟ2㸪ᮡᒣஂᖾ2
1
⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㌟⟶⌮་ṑᏛㅮᗙ, 2⣚ሗࢩࢫࢸ࣒ࢬ
Possibility and prospects of manufacturing plate denture utilizing additive manufacturing
Partϩ Reproducibility and evaluation of try in patient's mouth
Maehata K1㸪Ikuta R1, Tamaki K1㸪Hirano A2 ,Sugiyama H2

Department of Critical Care Medicine and Dentistry

1

Marubeni Information Systems Co.,Ltd

2

Ϩ㸬┠ⓗ
3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࡢ≉ᚩࢆ⏕ࡋࡓ᪂ࡓ࡞᭷ᗋ⩏ṑ〇సἲྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ㸬ᅇࡣ୍యᆺ᭷
ᗋ⩏ṑࡢேᕤṑ㒊㸪⩏ṑᗋ㒊㸪ࡉࡽ⢓⭷㠃ࡢ㌾㉁㒊ࡸ࣮ࣜࣜࣇ㒊ࡢࢹࢪࢱࣝタィ✚ᒙ㐀
ᙧࢆ⾜ࡗࡓ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮⩏ṑࡢ⌧⢭ᗘ㸪ࡑࡋ࡚ࡲࡔ㸪ཱྀ⭍ෆ࡛ࡢᏳᛶࡢᢎㄆࡀᚓࡽࢀࡓ
ᮦᩱ࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪᪤Ꮡࡢᮦᩱࢆ⏝ࡋ㸪୍ⓗཱྀ⭍ෆヨ㐺ྍ⬟࡞≧ែࡋ࡚㸪ཱྀ⭍ෆヨ
㐺ࡢほⓗホ౯ᐈほⓗホ౯ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬
㸦⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ⌮ጤဨ➨ 412 ␒㸧
ϩ㸬᪉ἲ
㸯㸬࢜ࣜࢪࢼࣝヨ㦂∦✚ᒙ㐀ᙧヨ㦂∦ࡢ⌧⢭ᗘ
ձ㏻ἲ࡛〇సࡉࢀࡓࢡࣜࣝ⣔⩏ṑྠࡌ㐣⛬࡛〇సࡉࢀࡓ࢜ࣜࢪࢼࣝヨ㦂∦㸦6×8cm㸪
2㸪5㸪15㸪25ੈཌ)ղ✚ᒙ㐀ᙧἲ࡛〇సࡉࢀࡓ✚ᒙ㐀ᙧヨ㦂∦㸦6×8cm㸪2㸪5㸪15㸪
25ੈཌ)ࡢᑍἲ⌧ᛶࢆPCୖ࡛᭱㐺㔜ࡡྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓ㸬
㸰㸬࢜ࣜࢪࢼࣝ⩏ṑ㸱Dࣉࣜࣥࢱ࣮⩏ṑࡢ⌧⢭ᗘ
ձ࢜ࣜࢪࢼࣝ⩏ṑࡢ⾲㠃ฎ⌮㸪3D ࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢ㸦㠀᥋ゐගᏛᘧ㸪ATOS Core135
Essential Line,⊂Gom♫㸧㸪ղ࢜ࣜࢪࢼࣝ⩏ṑࡢࢹ࣮ࢱࡢ⦅㞟◳㉁㒊㌾㉁㒊ࡢቃ
⏺タᐃ㸪࣮ࣜࣜࣇ㒊ࡢࢹࢪࢱࣝタィ㸦࣏࣮ࣥࢺ㸪࢚࣮ࣛࢳ࢙ࢵࢡ㸪ࢹ࣮ࢱᐜ㔞ࡢࣜ
ࢲࢡࢩࣙࣥ㸪ࢹ࣮ࢱ⦅㞟,Magics,࣋ࣝࢠ࣮Materialise♫㸧㸬ճ✚ᒙ㐀ᙧࡼࡿ୍య
ᆺ᭷ᗋ⩏ṑࡢ〇స㸦Stratasys Objet CONNEX3ࠊࣥࢡࢪ࢙ࢵࢺ᪉ᘧ3Dࣉࣜࣥࢱ࣮㸹
ࢡࣜࣝ⣔⣸እ⥺◳ᶞ⬡㸪ேᕤṑ㒊OBJET RGD835_VeroWhitePlus㸪⩏ṑᗋ◳㉁㒊
OBJET RGD851._VeroMagenta, ㌾㉁㒊OBJET FLX930_TangoPlus㸧㸧ࠊմ〇సࡋࡓ
୍యᆺ᭷ᗋ⩏ṑࡢ3Dࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢ㸪յ࢜ࣜࢪࢼࣝ⩏ṑ3Dࣉࣜࣥࢱ࣮⩏ṑࡢSTLࢹ࣮
ࢱࡢ᭱㐺㔜ࡡྜࢃࡏࢆPCୖ࡛ホ౯ࡋࡓ㸬
㸱㸬㸱Dࣉࣜࣥࢱ࣮⩏ṑࡢཱྀ⭍ෆヨ㐺ホ౯
ཱྀ⭍ෆࡢ୍ⓗヨ㐺ࡢ⏕యᏳᛶࢆ⪃៖ࡋ㸪ࢼࣀAg+⢏Ꮚࡢࢥ࣮ࢸࣥࢢฎ⌮㸦ࣆ
࢝ࢵࢩࣗ㸪ओࣆ࢝ࢵࢩࣗ㸧ࡋࡓ3Dࣉࣜࣥࢱ࣮⩏ṑࢆᝈ⪅ࡢཱྀ⭍ෆ୍ⓗヨ㐺ࡋホ
౯㸦ヨ㐺ࡢᝈ⪅ࡢほⓗホ౯㸪ཱྀ⭍ෆ㐺ྜᛶ᳨ᰝ㸪ညྜ᥋ゐ᳨ᰝ㸪ညྜຊ᳨ᰝ㸧ࢆ
⾜࠸㸪࢜ࣜࢪࢼࣝ⩏ṑ3Dࣉࣜࣥࢱ࣮⩏ṑࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
㸯㸬PCୖ࡛࢜ࣜࢪࢼࣝ⩏ṑࡢSTLࢹ࣮ࢱࡢ⦅㞟ேᕤṑ㒊⩏ṑᗋ㒊㸪ࡉࡽ◳㉁㒊㌾
㉁㒊ࡢ㡿ᇦ࠾ࡼࡧཌᚄࡢタᐃ㸪ࡲࡓ㸪࣮ࣜࣜࣇ㒊ࡶྵࡵ࡚ࢹࢪࢱࣝタィ࡛ࡁࡿࡇࢆ
☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬
㸰㸬࢜ࣜࢪࢼࣝࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡢࢫ࢟ࣕࣥ⤖ᯝ✚ᒙ㐀ᙧࡼࡾ〇సࡋࡓࣈࣟࢵࢡࣔࢹࣝ㸪
࢜ࣜࢪࢼࣝ⩏ṑࡢࢫ࢟ࣕࣥ⤖ᯝ୍యᆺ᭷ᗋ⩏ṑࣔࢹࣝࡢ᭱㐺㔜ࡡྜࢃࡏࡢ⤖ᯝ㸪ࣞ
ࢪࣥࣈࣟࢵࢡ࡛-0.15㹼-0.30ੈ㸪୍యᆺ᭷ᗋ⩏ṑ࡛+0.25㹼-0.25ੈ࡛࠶ࡗࡓ㸬
㸱㸬✚ᒙ㐀ᙧࡼࡿ୍యᆺ᭷ᗋ⩏ṑࡢཱྀ⭍ෆヨ㐺ࡢほⓗホ౯ࡣᴟࡵ࡚Ⰻዲ࡛㸪ᐈほⓗ
ホ౯ࡣẚ㍑ⓗⰋዲ࡛࠶ࡗࡓ㸬
௨ୖࡢ⤖ᯝࡽ㸪✚ᒙ㐀ᙧἲࡼࡿ୍యᆺ᭷ᗋ⩏ṑࡢ⮫ᗋᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ㸪ᚋ
ࡢ⿵⥛⨨ࡢ〇సࡢ᪂ࡓ࡞ᡭἲࡋ࡚ᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬
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O-03

3D ࣉࣜࣥࢱࢆ⏝࠸ࡓ㗪㐀ࢡࣛࢫࣉෆໟᆺ PMMA 〇ࣃ࣮ࢩࣕࣝࢹࣥࢳ࣮ࣕࡢヨస
ۑᑠ⃝㍜1, 㧗ᮌ୍ୡ1㸪㎷ᮧ ṇᗣ㸯, 㸰㸪ụ⏣ ㈗⮧1, 2㸪ᐮἙỤᏕ1,3
1
ཱྀ᪂ࢹࣥࢱࣝࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ㸪2➨୍ᢏᕤ◊✲ᡤ㸪㸱ᐮἙỤṑ⛉デ⒪ᡤ

Trial fabrication of removable partial denture including cast clasp using 3D printer by PMMA resin
Ozawa D1, Takagi I1, Tsujimura M1, 2, Ikeda T1, 2㸪Sagae T1, 3
1
Koshin Dental Solution 㸪2The first dental laboratory㸪 3Sagae Dental Office

Ϩ㸬┠ⓗ
㏆ᖺ㸪ᕤᴗ⏺࠾࠸࡚Ⓨ㐩ࡋ࡚ࡁࡓࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱไᚚࡼࡾタィ࣭〇సࢆ୍㐃ࡢసᴗᕤ⛬ࡍࡿ CAD㸭CAM
System㸦Computer Aided Design㸭Computer Aided Manufacturing System㸧ࡼࡾຍᕤ⢭ᗘຠ⋡ࡀྥୖ
ࡋ㸪⌧ᅾ࡛ࡣຍᕤἲࡢὶ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ṑ⛉ࡢศ㔝࠾࠸࡚ࡶᅜෆእ࡛◊✲㛤Ⓨࡉࢀ㸪ṑෙಟ≀ࡢ
⮫ᗋᛂ⏝ࡣ᪥ᖖ⮫ᗋ࠾࠸࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡞ࡾ㸪ᅔ㞴࡛࠶ࡿࡉࢀ࡚࠸ࡓྍ᧔ᛶ⿵⥛⨨࠾࠸࡚ࡶࢥࣥ
ࣉ࣮ࣜࢺࢹࣥࢳ࣮ࣕࡸࣀ࣓ࣥࢱࣝࢡࣛࢫࣉࢹࣥࢳ࣮ࣕ㛵ࡋ࡚〇సࡢヨ⾜ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ.
ᡃࠎࡶ➨8 ᅇࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᏛᏛ⾡࡚CAD ࢩࢫࢸ࣒㸱Dࣉࣜࣥࢱࢆ⏝࠸ࡓPMMA〇㢡⩏ṑࡢ〇సࢆヨ
ࡳ㸪ࡑࡢ〇సἲࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡋࡋ, ⌧ᅾಖ㝤デ⒪࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡞࣓ࢱࣝࢡࣛࢫࣉࢆ⏝
࠸ࡓࣃ࣮ࢩࣕࣝࢹࣥࢳ࣮ࣕࡢࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓ〇సࡣ㠀ᖖᅔ㞴ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪〇సἲࡣᮍࡔ☜❧ࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㸪ᡃࠎࡣ⩏ṑᗋࢡࣛࢫࣉࢆෆᅾࡉࡏࡓࣃ࣮ࢩࣕࣝࢹࣥࢳ࣮ࣕࢆ㸱D ࣉࣜࣥࢱ⮫ᗋୖ⏝ྍ
⬟࡞ PMMA ᶞ⬡ࢆ⏝࠸࡚〇సࡍࡿ⾡ᘧࢆ⪃ࡋ㸪〇సࡋࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
⩏ṑ〇సᐇ⩦⏝ᶍᆺࢆ⏝࠸࡚㏻ἲᚑ࠸㸪ᇶᮏタィ㸪๓ฎ⨨ᚋ㸪ಶேࢺ࣮ࣞࡼࡿ⢭ᐦ༳㇟ࢆ᥇ᚓ㸪సᴗᶍ
ᆺࢆ〇సࡋࡓ㸬సᴗ⏝ᶍᆺୖ࡛㗪㐀㖋ࡢྲྀࡾฟࡋࡀྍ⬟࡞ࡿࡼ࠺௬᥋ྜ㠃ࢆศ⥺ࡋ࡚ᣢࡘศᘧည
ྜᥦࢆ〇సࡋࡓ㸬㏻ἲᚑ࠸㸪〇సࡋࡓ㗪㐀㖋㸦Cast well 12% Gold㸪GC㸪Tokyo, Japan)ࢆศᘧညྜᥦᇶ
ᗏ㠃㒊ྵໟࡉࡏ㸪⬮ࡢୖ㠃ࡀ௬᥋ྜ㠃ᑐࡋྍཬⓗỈᖹ࡞ࡿࡼ࠺〇సࡋ㸪◊☻㠃㒊⤌ࡳྜࢃࡏࡓ≧
ែ࡛ညྜ᥇ᚓࢆ⾜ࡗࡓ㸬᥇ᚓࡋࡓညྜ㛵ಀ‽ࡌ㸪ேᕤṑิࢆ⾜ࡗࡓᚋ㸪ศᘧညྜᥦࡽேᕤṑ㸪㗪㐀㖋
ࢆྲྀࡾእࡋ㸪⩏ṑ◊☻㠃㒊ࣃ࣮ࢶ㸪ࢡࣛࢫࣉࡀᤄධࡉࢀࡿࢫࣟࢵࢺࢆᣢࡘ⩏ṑᇶᗏ㒊ྛࣃ࣮ࢶศࡋࡓ㸬
ศࡋࡓྛ⩏ṑᗋࣃ࣮ࢶࢆගᏛᘧࢫ࢟ࣕࢼ࣮(EVEREST Scan, KaVo, Germany)࡚ㄞࡳ㎸ࡳ㸪CAD ࢯࣇࢺ࢚࢘
(Shade 3D Ver.15㸪Shade3D Co., Ltd.㸪Japan)ࢆ⏝࠸࡚⤫ྜࡍࡿࡇ࡛⩏ṑ◊☻㠃㒊ࢹ࣮ࢱ㸪ࢡࣛࢫࣉࡀ
ᤄධࡉࢀࡿࢫࣟࢵࢺࢆᣢࡘ⩏ṑᇶᗏ㒊ࢹ࣮ࢱࢆ〇సࡋࡓ㸬
〇సࡋࡓ㸰ࡘࡢࢹ࣮ࢱࢆࡉࡽ⤫ྜࡋ㸪⩏ṑᗋయࡢࢹ࣮ࢱࢆ〇సࡍࡿ㸬ᡂࡋࡓࢹ࣮ࢱࢆ 25ȣm ࣆࢵࢳ
࡚⮫ᗋୖ⏝ྍ⬟࡞㸪ࡍ࡛་⒪ㄆྍࢆྲྀᚓࡋ࡚࠸ࡿ⇕ྍረᛶ PMMA ᶞ⬡ࢆ࣮ࣜࣝᙧ≧ᒎᘏຍᕤࡋࡓࡶࡢࢆ
⏝ࡋ࡚㸪⩏ṑᗋࢆ✚ᒙฟຊࡋࡓ㸬ฟຊ㝿ࡋ㸪㗪㐀㖋ᤄධ⏝ࢫࣟࢵࢺࡢ᭱ୖ⦕࡛ฟຊࢆ୰᩿ࡍࡿࡼ࠺タᐃࡋ㸪
㗪㐀㖋ᤄධᚋ㸪ฟຊࢆ㛤ࡍࡿࡇ࡛⩏ṑᗋෆ㗪㐀㖋ࢆྵໟࡉࡏࡓ㸬᭱⤊ⓗ〇సࡉࢀࡓ⩏ṑᗋ㒊ேᕤṑ
ࢆ⁐╔㔜ྜฎ⌮࡚᥋╔㸪୍యࡋ㸪ᙧែಟṇࢆ⾜ࡗࡓ㸬⾲ᒙ࠾ࡅࡿ⪏ᦶ⪖㸪㜵Ỉ㸪࢟ࣕࣛࢡࢱࣛࢬࢆ
ࡍᏳᐃฎ⌮ࡋ࡚⾲ᒙࢼࣀࢥ࣮ࢺ(NANOCOAT Color㸪GC㸪Tokyo, Japan)ࢆሬᕸࡋࡓࡢࡕ㸪ࣉࣞࢵࢩ࣮࣏ࣕ
ࢵࢺ(Polymax 3, Dreve, Germany) ࡚ 2bar㸦⣙ 1.97 Ẽᅽ㸧⎔ቃୗ࡛ 15 ศࡢຍᅽྵฎ⌮ࢆ⾜࠸㸪5 ศ㛫ග
㔜ྜ(LABOCURE L㸪GC㸪Tokyo, Japan)ࡋ࡚ᡂࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ࢹࢪࢱࣝ〇స⾡ᘧࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡾ㸪ࣃ࣮ࢩࣕࣝࢹࣥࢳ࣮ࣕࢆ〇సࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬ᮏἲࡢⅬࡋ࡚
ࡣ㸪⩏ṑࡢタィࡸᵓᡂせ⣲ࡀ」㞧࡞࡛ࡶ〇సྍ⬟࡞ࡇࡸ㸪⏝୰ࡢ⩏ṑࢆ࠶ࡿ⛬ᗘࡢᮇ㛫୍ᗘࢫ࢟ࣕ
ࣥࡋ࡚ࢹࢪࢱࣝࣂࢵࢡࢵࣉࢆ〇సࡋ㸪ࢹ࣮ࢱࢆ」ᩘࡢሙᡤಖ⟶ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡛⩏ṑࡢ⣮ኻࡸ◚ᦆ࡞ࡢ
៖ࡢែ↓༳㇟࡛ࡢ⩏ṑ〇సࡀྍ⬟࡞ࡾࠊ〇సࡸẚ㍑◊✲ࡀᐜ᫆࡞ࡿ࡞ࡢⅬࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬
ᚋࡣ⾡ᘧࡢ⡆␎ࢆᅗࡿྠ㸪㐺ྜࡸညྜࡢ⢭ᗘࢆ᳨ドࡸࢥࢫࢺ㠃ࡢၥ㢟ࢆᨵၿࡋ㸪ᡂᗘࢆ㧗ࡵࡓ
࠸㸬
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3D ࣉࣜࣥࢱࢆ⏝࠸ࡓ PMMA 〇㢡⿵⥛⨨ࡢ⮫ᗋᛂ⏝
ۑᐮἙỤᏕ1, 4, ᑠ⃝㍜2, 㧗ᮌ୍ୡ2, ᇼỤᙲஂ3, 4, 㛵㇂⚽ᶞ4
1

2

3

4

ᐮἙỤṑ⛉デ⒪ᡤ, ཱྀ᪂ࢹࣥࢱࣝࢯ࣮ࣜࣗࢩࣙࣥ, 㛵ᮾປ⅏㝔ṑ⛉ཱྀ⭍እ⛉, ᮾ㑥Ꮫ་Ꮫ㒊ཱྀ⭍እ
⛉
Case report of seamless hollow obturator using 3D printer by PMMA resin
ż6agae T1, 4, Ozawa D2, Takagi I2,Horie A3, 4, Sekiya H4
1
Sagae Dental Office, 2Koshin Dental Solution
3
Dentistry and Oral Surgery, kanto Rosai Hospital
4
Department of Oral Surgery, School of Medicine, Toho University
Ϩ㸬⥴ゝ
㢡㢦㠃㡿ᇦ࠾ࡅࡿ⭘⒆ࡢฟࡸእയ㸪ඛኳወᙧ࡞ࡼࡾ㔜⠜࡞ᄮ㸪 ᄟୗ㸪Ⓨ㡢➼ࡢᵝࠎ࡞ᶵ⬟㞀ᐖ
ࡀច㉳ࡉࢀࡿࡇࡣ࿘▱ࡢᐇ࡛࠶ࡿ㸬≉ୖ㢡ࡢ㢡㦵Ḟᦆࡣཱྀ⭍㰯⭍ࡢ✸Ꮝࢆᣍࡃࡇࡽ㛤㰯ኌ࡞ࢆ
࿊ࡍࡿࡓࡵ㸪ᰦሰᏊࢆ᭷ࡍࡿ㢡⩏ṑࢆ⏝࠸࡚㏻㒊ࢆ㛢㙐ࡍࡿ㸬ࡋࡋ㸪Ḟᦆࡀࡁ࠸ሙྜ㸪ᰦሰ㒊ࢆᐇᆺ
〇సࡍࡿ⥔ᣢⰋࢆࡁࡓࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇࡽ㸪㍍㔞ࢆᅗࡿࡓࡵᰦሰᏊෆ㒊ࢆ✵Ὕࡋࡓ୰✵ᆺኳ
㛤ᨺᆺࡀ㐺⏝ࡉࢀࡿࡇࡀ᪥ᖖ⮫ᗋ࡛ࡣᩓぢࡉࢀࡿ㸬୰✵ᆺ㢡⩏ṑ࠾࠸࡚ࡣᰦሰᏊ᥋ྜ㠃ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ
ࡽၚᾮࡸ㰯Ồ㸪ᾐฟᾮ࡞ࡀ୰✵㒊㈓␃ࡋ࡚ࡋࡲ࠸㸪㞧⳦ࡀ⦾Ṫࡋࡸࡍࡃ㸪₩࡞ࡾࡸࡍ࠸ࡇࡽ㸪
ㄗᄟᛶ⫵⅖࡞ࡢྜేࢆច㉳ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀᣦࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟Ⅼࡢᨵၿࡢࡓࡵ,ᡃࠎࡣ➨ 7 ᅇ㸪➨ 8 ᅇࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᏛᏛ⾡࡚ CAD ࢩࢫࢸ࣒㸱D
ࣉࣜࣥࢱࢆ⏝࠸ࡓ㢡⩏ṑ〇సࢆヨࡳ㸪ࡑࡢ〇సἲࡘ࠸࡚ሗ࿌ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪➨ 34 ᅇ᪥ᮏ㢡㢦㠃⿵⥛Ꮫ
࡚ࡍ࡛་⒪ㄆྍྲྀᚓ῭ࡳᮦᩱࢆ⏝ࡋࡓ⯉᥋ゐ⿵ຓᗋࡢࢆ౪ぴࡋࡓ㸬ᅇ㸪ྠ⩏ṑࡀ╔ᚋ 1 ᖺࢆ⤒
㐣ࡋ㸪ࡲࡓ㸪ୖ㢡㦵ษ㝖ࡼࡾ㰯ཱྀ⭍⒦ࢆ⏕ࡌࡓᑐࡋ㢡⩏ṑࢆ〇సࡋ㸪Ⰻዲ࡞⤖ᯝࢆᚓࡽࢀࡓࡢ࡛
ࢆ౪ぴࡋ㸪ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬ᴫせ
㸯㸬 1
ᝈ⪅㸸59 ṓ ⏨ᛶ
48 ṓ⯉ࡀࢇデ᩿ࡉࢀ㸪⯉ள㸪DP ⓶ᘚᘓ⾡ࢆཷࡅࡓ㸬2006 ᖺ㏻ἲࡼࡿ㣗⏝ࡢ୰✵ᆺ⯉᥋
ゐ⿵ຓᗋࢆ〇సࡋ㸪ᑂ⨾ᛶࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵࡢ㒊ศᗋ⩏ṑࡘࡢ⩏ṑࢆᡤᣢࡋ㸪TPO ྜࢃࡏ࡚࠸ศࡅ࡚࠸
ࡓ㸬ᝈ⪅ࡼࡾ᪂⩏ṑ〇స౫㢗ࢆཷࡅࡓࡓࡵ㸪ᮏἲᑐࡍࡿㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪ྠពࢆᚓࡓ࠺࠼࡛ 2016 ᖺ 11 ᭶ࡼࡾ⯉
᥋ゐ⿵ຓᗋ〇సࢆ㛤ጞࡋࡓ㸬」〇ࢆ⾜ࡗࡓᪧ⩏ṑᑐࡋ࡚ᬻ㛫㌾ᛶᮦࢆ⏝࠸࡚ᙧែࢆㄪᩚࡋࡓࡶࡢࢆࢫ࢟
ࣕࣥࡋ㸪ᙧ≧ࢹ࣮ࢱࢆ〇సࡋ㸪ฟຊ㸪ᩚᙧࢆ⾜࠸㸪ᡂࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪◚ᦆ࡞ࡢࡁ࡞ලྜࡶ࡞ࡃ㸪1
ᖺࡢ⤒㐣ࢆ㏣ࡗࡓ㸬
㸰㸬 2
ᝈ⪅㸸35 ṓ ⏨ᛶ
25 ṓୖ㢡୧ഃ⥺⥔⫗⭘デ᩿ࡉࢀ㸪㸪ᕥྑୖ㢡ࢧࣂ࣮ࢼࣇࢆ⾜ࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ⭘⒆ᾘኻక࠸ୖ
㢡యཬࡪ㢡Ḟᦆࡀぢࡽࢀࡓ㸬ᙜ㝔ึデࡣᬻ㛫ᰦሰᏊࢆ╔ࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪ぢࡓ┠ࡀᝏ࠸ࡢ࡛⩏ṑࢆධࢀࡓ
࠸ࡢᕼᮃࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪㏻ἲ㏻ࡾ㢡⩏ṑࡢ〇సࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡋࡋ㸪ṧᏑṑࡀ⮬↛⬺ⴠࡋ㸪Ḟᦆ⭍ࡢᣑࡀ࠶
ࡗࡓࡓࡵ㸪ቑṑಟ⌮ཬࡧᬻ㛫㌾ᛶᮦࢆ⏝࠸࡚ᗘ㔜࡞ࡿㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࡀ㸪⩏ṑࡀởࢀ࡚ࡁࡓࡇ㸪ぢࡓ┠
ࡀᝏ࠸ࡢッ࠼ࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪ᮏἲᑐࡍࡿㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪ྠពࢆᚓࡓ࠺࠼࡛ 2016 ᖺ 9 ᭶ࡼࡾ᪂㢡⩏ṑ〇సࢆ
㛤ጞࡋࡓ㸬ᮏ࠾࠸࡚ࡣ㌾ᛶᮦࢆ⏝࠸࡚ㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓᪧ⩏ṑࢆ」〇ࡋ㸪」〇⩏ṑࡢேᕤṑ㒊ࢆᥦ
ኚ᭦ࡋࡓࡶࡢࢆ⏝࠸࡚ညᗙ༳㇟࡚Ḟᦆ⭍ࡢ༳㇟ညྜ㛵ಀࢆ᥇ᚓࡋࡓ㸬᥇ᚓࡋࡓ༳㇟㠃࠾ࡼࡧညྜ㛵ಀࢆ⏝
࠸࡚㢡⩏ṑᙧែࢹ࣮ࢱࢆ〇సࡋ㸪㢡⩏ṑࢆ〇సࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
࠸ࡎࢀࡢ࠾࠸࡚ࡶ 3D ࣉࣜࣥࢱࢆ⏝࠸ࡓ㢡⩏ṑࡣᑂ⨾㞀ᐖ㸪ᵓ㡢㞀ᐖࡢᨵၿࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁ㸪ᝈ⪅
ࡢ‶㊊ࡀᚓࡽࢀࡓ㸬୧ࡶࡁ࡞ලྜ࡞ࡃᶵ⬟ࡋ㸪㡰ㄪ࡞⤒㐣ࢆ㏣ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ṑ∳Ḟᦆ࠾ࡼࡧḞᦆ⭍ࡣ
⤒ⓗኚࡀࡁ࠸ࡇࡽ⩏ṑ㸪ᰦሰᏊࡢᙧែࢆ⌧ࡍࡿࡇࡣᅔ㞴࡛࠶ࡾ㸪ㄪᩚ῭ࡳࡢ⩏ṑᙧ≧ࡣ㠀ᖖ
᭷⏝࡞ࢹ࣮ࢱ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢࡇࡽ㸪㢡⩏ṑࢆࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱࡋ࡚ṧࡏࡿࡇࡣᝈ⪅ከ࡞ࡿᏳᚰឤࢆࡶࡓࡽࡍ㸬≉㸪ⱝᖺ
Ⓨࡉࢀࡓᝈ⪅ࡣࢹ࣮ࢱࢆṧࡍࡏࡿࡇࡣ⣮ኻࡸ㸪᪂〇ࡢᶵ࡞ࢆ⪃࠼ࡿ࣓ࣜࢵࢺࡣࡁ࠸⪃࠼
ࡽࢀࡿ㸬ᚋࡶὀព῝ࡃほᐹࢆ⥆ࡅࡿᡤᏑ࡛࠶ࡿ㸬
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ᢒ㘓ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ

O-05

ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࡢ᭷↓ࡼࡿཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢ⢭ᗘ㛵ࡍࡿ᳨ウ
⩧⃝῝ۑኴ㸪ኟᇼ♩㸪ᖹ༓அ㸪㨣ཎⱥ㐨㸪㧗⸨ᜤᏊ㸪㧗ᶫᩄᖾ㸪㏆⸨ᑦ▱
ᒾᡭ་⛉ᏛṑᏛ㒊⿵⥛࣭ࣥࣉࣛࣥࢺᏛㅮᗙ
Investigation of accuracy and reproducibility of intraoral scanners in the presence or absence of the
scanning powder
Fukazawa S㸪Natsubori R㸪Odaira C㸪Kihara H㸪Takafuji K㸪Takahashi T㸪Kondo H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology㸪School of Dentistry㸪Iwate Medical University

Ϩ㸬┠ⓗ
㏆ᖺ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢ⮫ᗋᛂ⏝ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪୍⯡⿵⥛⮫ᗋ࡞ࡽࡧཱྀ⭍ࣥࣉ
ࣛࣥࢺ⒪࠾࠸࡚ࡶ㐺⏝ྍ⬟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡿ㸬ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡼࡿගᏛ༳㇟ἲࡣ㸪
CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ే⏝ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㸪⒪ᮇ㛫ࡢ▷⦰㸪ᝈ⪅ࡢ⫗యⓗ㈇ᢸࡢ㍍ῶ㸪ᮦ
ᩱ㈝ࡢ⠇⣙㸪㧗࠸ࢹ࣮ࢱࡢ⌧ᛶ࡞ࡀྍ⬟࡞ࡾ㸪ࡇࢀࡽࡢ㛗ᡤࡀὀ┠ࢆ㞟ࡵ࡚࠸ࡿ㸬⌧
ᅾ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡼࡿගᏛ༳㇟ἲࡣ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡼࡾ㸪ᙳࡢ㝿ᑕ㜵Ṇ
⏝ࡢࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࢆ⏝ࡍࡿࡶࡢ㸪⏝ࡋ࡞࠸ࡶࡢศ㢮ࡉࢀᙳࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࡀ␗
࡞ࡿ㸬
ࡋࡋ㸪ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࡀཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢ⢭ᗘ࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚲࡎࡋࡶ
᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࠾࠸࡚ࡣ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡼࡿ
ගᏛ༳㇟ἲࡢ㸪ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࡢ⏝ࡢ᭷↓ࡼࡿ⢭ᗘࡢẚ㍑᳨ウࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᙳ㡪ࡘ
࠸᳨࡚ドࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ୖ㢡㢡ṑᶍᆺࡢྑഃ୰ษṑ㸪≟ṑ㸪➨ᑠ⮻ṑཬࡧ➨⮻ṑ┦ᙜ㒊࡞ࡽࡧ㸪ୖ㢡ᕥഃ
≟ṑ㸪➨ᑠ⮻ṑ㸪➨⮻ṑ┦ᙜ㒊㸪እഃᛶ6ゅᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿࣥࣉࣛࣥࢺయࢆ7ᮏᇙධ
ᚋ㸪ཱྀഃᰯṇ⏝ᇶ‽⌫ࢆタ⨨ࡋ㸪ᮏ◊✲ࡢᇶ‽ࣔࢹࣝࡋࡓ㸬ᇶ‽ࣔࢹࣝࡢࣥࣉࣛࣥ
ࢺయ࣮࣎ࣝࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ╔ᚋ㸪᥋ゐᘧ୕ḟඖᗙᶆ ᐃᶵࡼࡿ୕ḟඖᙧ≧ィ ࢆ⾜
ࡗࡓ㸬
⥆࠸࡚㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮(3shape TRIOS3)ࢆ⏝࠸࡚ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࢆ⏝ࡋࡓሙྜ㸪
ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࢆ⏝ࡋ࡞࠸ሙྜࡢ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ୕ḟඖᙧ≧ࢹ࣮ࢱࢆ᥇ᚓࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓ
୕ḟඖᙧ≧ࢹ࣮ࢱࢆࡶ㸪❧య⏬ീゎᯒ⏝ࢯࣇࢺ࢙࢘ࢆ⏝࠸࡚㸪ྛ࣮࣎ࣝࣂࢵࢺ࣓ࣥ
ࢺ㛫ࡢ㊥㞳㛵ࡋ࡚┿ᗘ⢭ᗘࡢẚ㍑ゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ᮏ◊✲⤖ᯝࡽ㸪≉ᐃࡢ㒊ࢆ㝖࠸࡚㸪ࣃ࢘ࢲ࣮ࡢ⏝ࡢ᭷↓ࡼࡿㄗᕪࡘ࠸࡚᭷ព࡞
ᕪࢆㄆࡵ࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡋ㸪ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࢆ⏝ࡋ࡞ࡗࡓሙྜㄗᕪࡀ᭷ពࡁࡃ
࡞ࡗࡓ㒊ࡶ࠶ࡿࡇࡽ㸪ࢫ࢟ࣕࣥࣃ࢘ࢲ࣮ࡢ᭷ຠᛶࡣ↓ど࡛ࡁ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬
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O-06

࣐ࣝࢳ࣮ࣞࣖᆺࢪࣝࢥࢽ࡛స〇ࡋࡓ
๓ṑ㒊ࣇࣝ࢝ࣥࢺࢪࣝࢥࢽࢡࣛ࢘ࣥࡢⰍㄪࡢẚ㍑
ۑሷぢ⚈Ꮚ1㸪ⱝᯘ୍㐨1㸪ఫ㞞அ2㸪ᒸᮧ┿ᘺ1㸪୰㔝ⰾ㑻1㸪୰ᮧ㝯ᚿ1㸪▮㇂༤ᩥ1
1
㜰ᏛᏛ㝔ṑᏛ◊✲⛉ 㢡ཱྀ⭍ᶵ⬟ᘓᏛㅮᗙ ࢡࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ⿵⥛Ꮫศ㔝
2
ᰴᘧ♫ ࢜ࣇࢫ࣭࣮࢝ࣛࢧ࢚ࣥࢫ
Color comparison of monolithic multilayered zirconia crown on the anterior tooth.
Shiomi S1, Wakabayashi K1, Ohsumi M2, Okamura S㸯, Nakano Y1, Nakamura T1, Yatani H1
1
Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University Graduate School of Dentistry
2
Office color science co.
Ϩ㸬┠ⓗ
㏆ᖺ㸪㧗㏱ගᛶ࣐ࣝࢳ࣮ࣞࣖᆺࢪࣝࢥࢽࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪ᑂ⨾㡿ᇦ࠾ࡅࡿࣇࣝ࢝ࣥࢺࢪ
ࣝࢥࢽࢡࣛ࢘ࣥࡢ⮫ᗋᛂ⏝ࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ.ࡇࢀࡲ࡛ᡃࠎࡣ㸪㧗㏱ගᛶ࣐ࣝࢳ࣮ࣞࣖᆺࢪࣝ
ࢥࢽ㸦Katana UTML, ࢩ࢙࣮ࢻ A2, ࢡࣛࣞࣀࣜࢱࢣࢹࣥࢱࣝ㸧࡛ࣇࣝ࢝ࣥࢺࢪࣝࢥࢽࢡ
ࣛ࢘ࣥࢆస〇ࡋ㸪ศග࣓࣮ࢪࣥࢢ⨨ࢆ⏝࠸࡚ࢡࣛ࢘ࣥࡢ Ⰽࢆ⾜࠸㸪ཱྀ⭍ෆ࠾࠸࡚ࡣࢡࣛ
࢘ࣥࡢࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࡀ᫂░࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆሗ࿌ࡋࡓ㸬
ࡋࡋ㸪㏆ᖺ㧗㏱ගᛶ࣐ࣝࢳ࣮ࣞࣖᆺࢪࣝࢥࢽࡣྛ♫ࡽᵝࠎ࡞ࣈࣟࢵࢡࡀ㈍ࡉࢀ࡚࠾
ࡾ㸪ࣈࣟࢵࢡࡀ␗࡞ࢀࡤࢡࣛ࢘ࣥࡢⰍㄪࡸࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࡢぢ࠼᪉ࡀ␗࡞ࡿࡇࡀ᥎ ࡉࢀࡿ㸬
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪␗࡞ࡿࣈࣟࢵࢡ㸦ࣦ࢚ࣛࢫࢸࢸࢵࢡࢪࣝࢥࢽ㸪ࢩ࢙࣮ࢻ A2㸪ࢫ࣮࢚ࣜ
࣒ࢪࣕࣃࣥ㸧ࢆ⏝࠸࡚ྠᵝࡢヨᩱࢆస〇ࡋ㸪Ⰽㄪࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ୖ㢡ᕥഃ୰ษṑࡢᨭྎṑᶍᆺࢆࢩࣜࢥ࣮ࣥࢦ࣒༳㇟ᮦ㸦ࢪࣝࢹࣇࢵࢺ㸪ᯇ㢼㸧࡚༳㇟᥇ᚓ
ࡋࡓᚋ㸪ᨭྎṑⰍࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࣞࢪࣥ㸦IPS Natural Die Material㸪
ࢩ࢙࣮ࢻ ND3㸪Ivoclar Vivadent㸧
ࢆ⏝࠸࡚ᨭྎṑࢆస〇ࡋࡓ㸬స〇ࡋࡓᨭྎṑࢆ୕ḟඖࢫ࢟ࣕࢼ࡛ィ ࡋ㸪㸰✀㢮ࡢ㧗㏱ගᛶ࣐ࣝ
ࢳ࣮ࣞࣖᆺࢪࣝࢥࢽ㸦Katana UTML㸪ࢩ࢙࣮ࢻ A2㸪ࢡࣛࣞࣀࣜࢱࢣࢹࣥࢱࣝ; ࣦ࢚ࣛࢫࢸ
ࢸࢵࢡࢪࣝࢥࢽ㸪ࢩ࢙࣮ࢻ A2, ࢫ࣮࢚࣒ࣜࢪࣕࣃࣥ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࣇࣝ࢝ࣥࢺࢪࣝࢥࢽࢡ
ࣛ࢘ࣥࢆస〇ࡋࡓ㸬╔ᮦᩱࡋ࡚ࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ㸦ࣃࢼࣅ V5 ࢺ࣮ࣛࣥ࣌ࢫࢺ㸪ࢡࣛࣞࣀ
ࣜࢱࢣࢹࣥࢱࣝ㸧ࡢࣘࢽࣂ࣮ࢧࣝⰍ࠾ࡼࡧ࣮࢜࣌ࢡⰍࢆ⏝࠸㸪ᡭᣦᅽ࡚ࢡࣛ࢘ࣥࢆ╔ࡋࡓ㸬
ศග࣓࣮ࢪࣥࢢ⨨㸦࢜ࣇࢫ࣭࣮࢝ࣛࢧ࢚ࣥࢫ㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ⓑⰍ࠾ࡼࡧ㯮Ⰽ⫼ᬒ࡛ࢡࣛ
࢘ࣥࢆ Ⰽᚋ㸪ᑓ⏝ࢯࣇࢺ࢙࡚࢘ྛヨᩱ࡛ṑ㢕㒊࣭୰ኸ㒊࣭ษ⦕㒊࠾ࡅࡿ CIELAB ᆒ➼Ⰽ
✵㛫ࡢ L*a*b*್ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ṑ㢕㒊୰ኸ㒊㸪୰ኸ㒊ษ⦕㒊㸪ษ⦕㒊ṑ㢕㒊ࡢⰍᕪ
ǼE ࢆ⟬ฟࡋ㸪ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࢆホ౯࣭ẚ㍑ࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
Katana UTML ࠾ࡼࡧࣦ࢚ࣛࢫࢸࢸࢵࢡࢪࣝࢥࢽ࡛స〇ࡋࡓࣇࣝ࢝ࣥࢺࢪࣝࢥࢽࢡ
ࣛ࢘ࣥࡢࡕࡽ࠾࠸࡚ࡶⓑⰍ⫼ᬒ࡛ṑ㢕㒊ࡽษ⦕㒊ࡅ࡚ⰍᕪǼE ࡣ 4 ⛬ᗘ࡞ࡾ㸪ྠ➼
ࡢ್ࢆ♧ࡋࡓࡀ㸪୰ኸ㒊ࡽษ⦕㒊ࡅ࡚ࡢⰍᕪǼE ࡣࣦ࢚ࣛࢫࢸࢸࢵࢡࢪࣝࢥࢽࡢ
࠺ࡀࡁࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪㯮Ⰽ⫼ᬒ࠾࠸࡚ࡣࣦ࢚ࣛࢫࢸࢸࢵࢡࢪࣝࢥࢽࡢ᪉ࡀ㸪ṑ㢕㒊
ษ⦕㒊ࡢⰍᕪǼE ࡣࡁ࠸್ࢆ♧ࡋ㸪ษ⦕㒊࠾࠸࡚㯮Ⰽ⫼ᬒࡢᙳ㡪ࢆࡼࡾᙉࡃཷࡅࡿࡇࡀ
♧ࡉࢀࡓ.
ࡇࡢࡇࡽ㸪ࣦ࢚ࣛࢫࢸࢸࢵࢡࢪࣝࢥࢽࡢ᪉ࡀ㸪୰ኸ㒊ࡽษ⦕㒊ࡅ࡚ࡢⰍㄪࡢ
ኚࡀࡁࡃ㸪ࡲࡓษ⦕㒊ࡢ㏱㐣ᛶࡀ㧗࠸ࡇࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ᮏ◊✲ࡼࡾ㸪ࣈࣟࢵࢡࡢ㐪࠸ࡼ
ࡾ㸪ࢢࣛࢹ࣮ࢩࣙࣥࡢぢ࠼᪉ࡀ␗࡞ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬
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O-07

CAD/CAM ࢆ⏝࠸࡚స〇ࡋࡓࣇ࣮࣒ࣞࡢ㐺ྜ⢭ᗘྥୖࡘ࠸࡚
ۑᒣෆభኴ㸪Ṋ⏣ ⯟㸪ṇ㝯♸㸪ᜏ⏣㝯அ
ᰴᘧ♫Johnny's Factory
Fitness of frames using dental CAD/CAM system
Yamauchi Y㸪Takeda W㸪Masai R㸪Tsuneda T
Johnny’s Factory
Ϩ㸬┠ⓗ
㏆ᖺࡢཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢᬑཬక࠸ᶍᆺࢆ〇సࡏࡎ⿵⥛ࢆᡂࡍࡿࡀồࡵࡽࢀጞࡵ
࡚ࡁࡓ. ࡲࡓ CAD/CAM ෙࡢ⮻ṑ㒊㐺ᛂࡸ㔠ᒓ〇ࣇ࣮࣒ࣞࡢ๐ࡾฟࡋ࡞ࡲ࡛௨ୖྛ✀
ࡢṑ⛉ᮦᩱࢆ๐ࡾฟࡍᶵࡀቑ࠼࡚ࡁࡓ.
CAM ࡢⓎᒎࡸຍᕤᶵࡢᛶ⬟ࡢྥୖ࡞ࡼࡾᚑ᮶ẚࣇ࣮࣒ࣞࡢ㐺ྜ⢭ᗘࡣྥୖࡋ࡚࠸
ࡿࡀ,ᨭྎṑࡢᙧ≧ࡸᮏᩘ,ᖹ⾜ᛶࡼࡗ࡚ࡣࡲࡔࡲࡔㄪᩚࢆせࡍࡿࡇࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸.ㄪᩚ
ࡀᑡ࡞ࡃ࡚῭ࡴࣇ࣮࣒ࣞࢆຍᕤࡍࡿࡇࡀฟ᮶ࡿᵝ࡞ࢀࡤㄪᩚせࡍࡿ㛫ࢆᖜ▷⦰
ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁ,୍㐃ࡢసᴗࡢࡼࡾຠ⋡ࢆᅗࡿࡇࡀฟ᮶ࡿ.
ᮏⓎ⾲࡛ࡣࡑࢀࡽࢆ㐩ᡂࡍࡿⅭྛ✀ᮦᩱࡸᨭྎṑࡢ᮲௳㐺ࡋࡓ CAD タィࢆᶍ⣴ࡋᚓࡽ
ࢀࡓ⤖ᯝࢆሗ࿌ࡍࡿ.
ϩ㸬᪉ἲ
ᑐ㇟㑅ࢇࡔࣇ࣮࣒ࣞᮦᩱࡣࢪࣝࢥࢽ,ࢼࣀࢪࣝࢥࢽ,ࢳࢱࣥ,ࢥࣂࣝࢺ,PMMAࡢ5✀࡛
࠶ࡿ.ᨭྎṑࡋ࡚▼⭯ᨭྎ,ࢳࢱࣥࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺ,ࢪࣝࢥࢽࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺ,㸱Dࣉࣜࣥ
ࢺᶍᆺࢆ⏝ពࡋ,ࡑࢀࡒࢀ㐺ྜࡍࡿࣇ࣮࣒ࣞࢆ๐ࡾฟࡋࡼࡗ࡚〇సࡍࡿ.⏝ࡍࡿ㸱D ࢫ
࢟ࣕࢼ࣮ࡣidentica hybrid(geomedi)ࡋ,CADࢯࣇࢺ࢙࢘ࡣexocadࢆ⏝࠸࡚ࣇ࣮࣒ࣞࡢタ
ィࢆ⾜࠺.ຍᕤ㝿ࡋ࡚CAMࢯࣇࢺ࢙࢘ࡣhyperDENT V8㸦Follow-Me Technology Group㸧
ࡋࡓ.๐ࡾฟࡋ⏝࠸ࡿຍᕤᶵࡣ5㍈ຍᕤࢆ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡞ARUM 5X-200(DooWon)ࢆ⏝ࡋ,
ࣇ࣮࣒ࣞࡢෆ㠃ࢆ5㍈ຍᕤ࡛⾜ࡗࡓ.
ࣇ࣮࣒ࣞࡢ᮲௳ࡣᨭྎṑࡢࢥ࣮ࢸࣥࢢࡸࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࡢ㝿⏝ࡍࡿࣃ࢘ࢲ࣮,ࢭ࣓ࣥ
ࢺࢫ࣮࣌ࢫࡢタᐃ್࡛Ỵᐃࡍࡿ.CAMࡸຍᕤᶵࡣྛ✀ᮦᩱྜࢃࡏ࡚ㄪᩚࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿタᐃ್
ࢆᅛᐃࡋ࡚⾜࠺.ᑦࢪࣝࢥࢽࡢ↝ᡂࡣ⏝ࡍࡿᮦᩱࡢ࣓࣮࣮࢝ࡀᐃࡵࡿࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ㏻
ࡾ⾜࠺ࡶࡢࡍࡿ
ྛ✀᮲௳࡛๐ࡾฟࡋࡓࣇ࣮࣒ࣞࢆᨭྎṑࡏ࡚ᗘࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࢆ⾜࠸,タィࡋࡓࢹ࣮
ࢱẚ࡚ࡢᾋࡁୖࡀࡾࢆẚ㍑᳨ドࡋࡑࢀࡒࢀࡢᮦᩱ᭱㐺࡞᮲௳ࢆᶍ⣴ࡍࡿ.
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ྠ୍ࡢ᮲௳࡛ྛ✀ᮦᩱࢆタィࡋࡓሙྜ,ᮦᩱࡢᛶ㉁ࡼࡗ࡚ࡑࢀࡒࢀᕪࡀ⏕ࡲࢀࡿ⤖ᯝ
࡞ࡗࡓ.㐺ྜ⢭ᗘࢆྥୖࡉࡏࡿⅭࡣྛᮦᩱྜࢃࡏࡓ᮲௳࡛タィࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡾ,ࢭ࣓ࣥ
ࢺࢫ࣮࣌ࢫࡢタᐃࡔࡅ࡛࡞ࡃࢫ࢟ࣕࣥ࠾ࡅࡿྛ✀సᴗ࡞ᵝࠎ࡞せᅉ㓄៖ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ
࠶ࡿࡇࡀศࡗࡓ.
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ྛ✀ṑ⛉⏝ࢥ࣮ࣥࣅ࣮࣒ CT ࠾ࡅࡿࣆࢡࢭ್ࣝ་⛉⏝ CT ࡢ CT ್ࡢẚ㍑࠾ࡼ
ࡧホ౯
ۑすᒣ㈗ᾈ㸪ⲮᮧὈ㸪ᒣཱྀ ᩔ㸪ᵽཱྀ㙠ኸ
⏣⢭ᐦṑ◊ᰴᘧ♫
Comparison and evaluation of pixel value of cone beam CT with CT value of medical CT
Nishiyama T㸪Sohmura T㸪Yamaguchi A 㸪Higuchi S
Wada Precision Dental Co., Ltd.

Ϩ㸬┠ⓗ
⌧ᅾከࡃࡢṑ⛉⏝ࢥ࣮ࣥࣅ࣮࣒CT (CBCT) ࡀᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪CBCTࡣ་⛉⏝CT㸦MSCT㸧
㍑ᩓX⥺ࡢ㏞ධ㸪Beam Hardeningຠᯝ㸪Imaging Volume Sizeຠᯝ࡞ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࡇࡀᣦ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪CBCTࡢᶵ✀ࡼࡿ≉ᛶࡢᕪࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᡃࠎࡣཱྀ⭍࿘㎶16ᡤ▼⭯࣐࣮࣮࢝ࢆྲྀࡾࡅࡓ⇱㢌㦵ࢆ13✀㢮ࡢCBCT࡛ᙳࡋ▼
⭯ࡢࣆࢡࢭ್ࣝࢆồࡵ㸪MSCTࡢCT್ẚ㍑ࡋ≉ᛶࡢ᳨ドࢆ㐍ࡵ࡚ࡁࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
16 ಶࡢ▼⭯࣐࣮࣮࢝ࢆ⇱㢌㦵ୖୗṑᵴ㦵⯉ഃ㢋ഃྲྀࡾࡅ㸪⇱≧ែ࠾ࡼࡧỈᵴ୰ᾐ
ₕ≧ែ࡛ 13 ✀ࡢ CBCT ⨨㸦AUGE㸦ᮅ᪥ࣞࣥࢺࢤࣥᕤᴗ㸧㸪finecube㸦ྜྷ⏣〇సᡤ㸧㸪GV21
(Jako&world)㸪Kavo 3D eXam㸪Kavo 3D eXam i (࢝࣎ࢹࣥࢱࣝࢩࢫࢸ࣒ࢬ㸧㸪KINKI COMBI SCAN
㸦 ㏆ ␥ ࣞ ࣥ ࢺ ࢤ ࣥ ᕤ ᴗ 㸧 㸪 NAOMI-CT(  ࣮ ࣝ ࢚ ࣇ ) 㸪 PAPAYA 3D (GENORAY) 㸪 ProMax
(PRANMECA)㸪PreVista (JMM)㸪RAYSCANȘ(࣓ࢹ࣭ࣃࣀ࣑ࣛࢵࢡ)㸪RevoluX (iCAT)㸪SOLIO
㸦ᮅ᪥ࣞࣥࢺࢤࣥᕤᴗ㸧)㸪࠾ࡼࡧ 1 ✀ࡢ MSCT ⨨㸦Discovery, GE Healthcare㸧࡛ᙳࡋࡓ㸬CBCT
࠾ࡼࡧ MSCT ࡛ᙳࡉࢀࡓ 16 ಶࡢ▼⭯࣐࣮࣮࢝ࡢࣆࢡࢭ್ࣝ࠾ࡼࡧ CT ್ࢆྛ࣐࣮࣮࢝5 ⟠ᡤ࡛
ᐃࡋࡓィ 80 ಶࡢࢹ࣮ࢱࡢᖹᆒ್ Av㸪ᶆ‽೫ᕪ SD ࠾ࡼࡧ㸪ኚືಀᩘ CV(SD/Av) ࢆồࡵ㸪タᐃ
ሙᡤ࠾ࡼࡧ⨨ࡼࡿ౫Ꮡᛶࢆ᳨ウࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ேయࡢ㌾⤌⧊ࡢᙳ㡪ࢆ⪃៖ࡋ࡚⇱㢌㦵ࢆỈ
୰ᾐₕࡋࡓ CT ᙳࡶ⾜࠸㸪ྠᵝ ᐃࡋẚ㍑᳨ウࡋࡓ.
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
✵Ẽ୰ࡢᙳࡢ⤖ᯝ㸪MSCT ࡛ࡣ 16 ಶࡢ࣐࣮࣮࢝ࡢ CT ್ࡢ Av±SD㸦CV㸧ࡣ 1954±87㸦0.045㸧
࡛㸪ሙᡤࡼࡿኚືࡣᑡ࡞ࡗࡓ㸬୍᪉㸪 13 ✀㢮ࡢ CBCT ࡼࡿࣆࢡࢭ್ࣝࡣ 1007±195 (0.194㸧
ࡽ 3566±887 㸦CV=0.249㸧ᗈࡃศᕸࡋ㸪ᖹᆒࣆࢡࢭ್ࣝࡣ MSCT ࡢ CT ್ࡽࡎࢀ࡚࠸ࡓ㸬
ࡲࡓ㸪CV ್ࡀࡁࡃ㸪ࣆࢡࢭ್ࣝࡢሙᡤࡼࡿኚືࡀࡁࡗࡓ㸬
Ỉ୰࡛ࡢᙳ࡛ࡣ㸪MSCT ࡛ࡣ 1791±80㸦0.045㸧ᖹᆒ್ࡣ✵Ẽ୰ࡢ 92㸣࡛㸪CV ್ࡣṤኚ
ࢃࡽ࡞ࡗࡓ㸬୍᪉㸪CBCT ࡛ࡣࣆࢡࢭ್ࣝࡣ 764±185㸦0.242㸧ࡽ 2201±334㸦0.151㸧ᗈࡃศ
ᕸࡋ㸪ᖹᆒࣆࢡࢭ್ࣝࡣ✵Ẽ୰ࡢ 40%ࡽ 100%ࡲ࡛ᶵ✀ࡼࡾኚືࡋࡓ㸬
CBCT ࡛ࡣ࣐࣮࣮࢝㛫ࡢࣆࢡࢭ್ࣝࡢኚືࡣࡁࡗࡓࡀ㸪ࡑࡢᅉࡣᩓ⥺ࡢ㔞ࡀ㦵ࡢሙᡤ
ࡼࡾ␗࡞ࡿࡓࡵ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪CBCT ᶵ✀ࡼࡾ CV ್ࡣ 0.062 ࡽ 0.249 ࡁࡃ␗࡞
ࡾ㸪CV ್ࡀࡁ࡞⨨ࡣ⏬ീ࠾ࡼࡧ 3D ീࡢ≉ᛶࡸ⢭ᗘᙳ㡪ࡀฟࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
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ṇ୰㞳㛤ࡋࡓᝈ⪅ᑐࡋ࡚ࠊࢹࢪࢱࣝデ᩿ࡋࡓሗࢆࡶࠊࢭࢵࢺࢵࣉࡋࡓ୍
ࠐ➉୰ 㐍1㸪ᮡඖᩗᘯ2㸪すᒣ㈗ᾈ1㸪ᒣཱྀ ᩔ1㸪ᵽཱྀ㙠ኵ1
1
⏣⢭ᐦṑ◊ᰴᘧ♫㸪2་⒪ἲேᖾຍ ࢫࢠࣔࢺṑ⛉་㝔
Set-up based on digital diagnosis for a case with diastema in midline
Takenaka S1㸪Sugimoto N 2㸪Nihisyama T1 Yamaguchi A1㸪Higuchi S1
1
Wada Precision Dental Laboratories CO., LTD.㸪2 Sugimoto dental clinic

Ϩ㸬┠ⓗ
ṑ⛉⒪࠾࠸࡚㸪ᝈ⪅ᑐࡋ࡚⒪ෆᐜࡢㄝ᫂ࡣ㸪㐺ษ࡞⒪ࢆࡍࡿࡓࡵࡣ㠀ᖖ㔜せ࡞ࡇ࡛
࠶ࡿ㸬㏆ᖺ㸪ࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻࢥࣥࢭࣥࢺ⏝ࡍࡿࢹࢪࢱࣝࢶ࣮ࣝࡶࡓࡃࡉࢇ࠶ࡿ㸬ࡋࡋ㸪ࡑ࠺࠸ࡗ
ࡓࢶ࣮ࣝࡣ㸪ᝈ⪅ࡢᐇ㝿ࡢཱྀ⭍ෆྠࡌࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ఝࡓࡼ࠺࡞ሙྜࡼࡗ࡚ࡣ㸪ࡲࡗࡓࡃ␗࡞
ࡿ≧ἣ࡛ㄝ᫂ࡍࡿࡇ࡞ࡿⅭ㸪⒪ィ⏬ࡸฎ⌮ෆᐜࡘ࠸࡚༑ศ⌮ゎࡀࡉࢀ࡞࠸ሙྜࡀᏑᅾࡍࡿ㸬
ࡑࡇ࡛㸪ᅇᡃࠎࡣ㸪⾡๓ࡢデ᩿㈨ᩱྲྀࡾࢆ⾜࠸㸪ṑ⛉་ᖌ㸪ṑ⛉⾨⏕ኈ㸪ṑ⛉ᢏᕤኈ㛫࡛ࣈ࣮ࣝ
ࣉࣜࣥࢺࢆඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᐇ㝿ࡢᝈ⪅ࡢࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸࡚㸪ᝈ⪅ㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪デ᩿࣭⒪ࢆ㐍
ࡵࡓ⒪ࢆሗ࿌ࡋࡓ࠸㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᝈ⪅ࡣ 50 ṓዪᛶ㸪 㦵᱁ᛶࡢ 3 ⣭ྀ⏕࡛ッࡣṇ୰㞳㛤ࡼࡿᑂ⨾㞀ᐖ࡛࠶ࡾ㸪▹ṇ⒪⿵⥛⒪
ࡼࡿညྜᵓᡂࢆᕼᮃࡋࡓ㸬
᭱ึ㸪ࣇ࢙ࢫ࣎࢘ࢆ⏝ࡋ㸪ညྜჾ࣐࢘ࣥࢺࡋࡓ㸬ညྜჾᶍᆺࢆ╔ࡋࡓ㢡࡛㸪㦵▼⭯
ᶍᆺࢆ㧗⢭ᗘྜᡂࡍࡿࡓࡵࡢ⨨࠶ࢃࡏ⏝࣐࣮࣮࢝ࡢᙳ⏝ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆస〇ࡋࡓ㸬ᙳ⏝ࢸࣥ
ࣉ࣮ࣞࢺࢆ╔ࡋࡓ≧ែ࡛㸪ṑ⛉⏝ CT ࢆ⏝ࡋ࡚ CT ᙳࢆ⾜࠸㸪DICOM ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓ㸬DICOM
ࢹ࣮ࢱࡽ㢡㦵࣭ṑ᰿ࡢ 3 ḟඖࣔࢹࣝࢆసᡂࡋ㸪ගᏛࢫ࢟ࣕࣥࡋࡓ▼⭯ᶍᆺ⤫ྜࡋ㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙ
ࣥࢯࣇࢺ࡛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥୖ࡛㸪ձ▹ṇ⒪ࡢࡳࡢሙྜ㸪ղ⿵⥛⒪ࡢ
ࡳࡢሙྜ㸪ճ▹ṇ⿵⥛⒪ࡢ୧᪉ࢆࡋࡓሙྜࡢࢹࢪࢱࣝࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆసᡂࡋ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⒪
ࡢ࣓ࣜࢵࢺࢹ࣓ࣜࢵࢺࢆ᫂☜ࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ᝈ⪅࢝࢘ࣥࢭࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ճࡢ▹ṇ⿵⥛⒪ࡢ୧᪉ࢆᕼᮃࡉࢀࡓࡢ࡛㸪▹ṇ⒪ࡣ㸪࣐࢘ࢫࣆ࣮ࢫᆺࡢ▹ṇ⨨
ࢆ⏝ࡋ㸪⿵⥛⒪ࡀࡋࡸࡍ࠸⨨ୖ㢡 4 ๓ṑࢆືࡋࡓ㸬⛣ືᚋ㸪┠ᶆ㏻ࡾ⛣ືࡋࡓࢆึデࡢ
ṑิᶍᆺ▹ṇࡋࡓṑิᶍᆺࢆ⮻ṑ㒊࡛ᇶ‽⨨ྜࢃࡏࢆ⾜࠸㸪┠ᶆࡢ⨨⛣ືࡋࡓࡇࢆ☜ㄆࡋ
ࡓࡢ࡛㸪ᨭྎṑᙧᡂࢆᐇࡋࡓ㸬๓ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢹ࣮ࢱࡽࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࢆస〇ࡋ㸪᭱⤊⿵
⥛ࡢ㝡ᮦ↝ࡁࡅ㗪㐀ෙࡢస〇ࡢཧ⪃ࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
᭱⤊⿵⥛╔ᚋ㸪ᝈ⪅ࡢ‶㊊ᗘࡣ㠀ᖖ㧗ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪▹ṇࢆྵࡵࡓ᭱⤊⿵⥛࣓࣮ࢪࡲ࡛⪃៖ࡋ
ࡓ๓ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡣࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡛㸪デ᩿ࡽ▹ṇ⒪㸪᭱⤊⿵⥛ࡢ〇సࡲ࡛㸪
㐍ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬
ᅇࡢ᪉ἲࡣ㸪ࣂ࣮ࢳࣕࣝୖ࡛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࡍࡿࡇ࡛㸪デ᩿࠸࠺ṑ⛉་⒪ࡢ᰿ᖿ㒊ศࢆ㸪ࢹ
ࢪࢱ࡛ࣝ࡞ࡅࢀࡤᚓࡽࢀ࡞ࡗࡓሗࡽࡼࡾṇ☜Ᏻ࡞⒪ィ⏬ࢆ❧ࡍࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
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᫆ᦶ⪖ᛶࢫࣉࣜࣥࢺ࠾ࡅࡿ⪏ᦶ⪖ᛶࡢ᳨ウ
㸫ᬻ㛫ಟ⏝ࣞࢪࣥࡢẚ㍑㸫
ۑᮌཎ⌶ஓ1㸪ᕝ▱Ꮚ1㸪ఀཎၨ♸2㸪బࠎᮌᆂኴ1㸪ᖹኴ㑻1㸪ఀ⸨ගᙪ1㸪ఀ⸨ᓫᘯ1㸪
㔜ᮏಟఛ1㸪㔜⏣ඃᏊ1㸪ᑠᕝ 1
1
㭯ぢᏛṑᏛ㒊ࢡࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ⿵⥛Ꮫㅮᗙ, 2㭯ぢᏛṑᏛ㒊ṑ⛉ᢏᕤ◊ಟ⛉
Wear resistance of an easily wearing occlusal splint 㸫Comparison to provisional restorations㸫
Kihara T1㸪Ikawa T1㸪Ihara K2, Sasaki K1, Hirai K1, Ito M1, Ito T1, Shigemoto S1, Shigeta Y1, Ogawa T1
1
Department of Fixed Prosthodontics, School of Dental Medicine, Tsurumi University
2
Dental Technician Training Institute, School of Dental Medicine, Tsurumi University

᭱ᦶ⪖῝ࡉ㸦ȣm㸧

Ϩ㸬┠ⓗ
㐣࡞ညྜຊࡸࣈࣛ࢟ࢩࢬ࣒➼ࡢࣃࣛࣇࣥࢡࢩࣙࣥࡣ⿵⥛⨨ࡸṧᏑ⤌⧊ࡢ◚ᢡ࣭ᦶ⪖
࡞ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇࡽ㸪㛗ᮇⓗ࡞ཱྀ⭍ᶵ⬟ࡢᅇ⥔ᣢࡣ㸪ಶࠎࡢᝈ⪅ࡢᶵ⬟ࢆᢕ
ᥱࡋ㸪ࡑࢀᛂࡌࡓᮦᩱࡼࡿ⿵⥛⨨ࡢ〇సࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬ࡋࡋ㸪ည⪖ࡸᦶ⪖ࡢᐃ㔞ⓗ
࡞ホ౯ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࡇࡀከ࠸㸬
ࡑࡇ࡛㸪ᡃࠎࡣည⪖ࢆ▷ᮇ㛫࡛ᐃ㔞ⓗホ౯ྍ⬟ࡍࡿ᫆ᦶ⪖ᛶࢫࣉࣜࣥࢺࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ည
⪖㔞࠾ࡼࡧည⪖㒊ࢆᐃ㔞ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ 1)㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪᫆ᦶ⪖ᛶࢫࣉ
ࣜࣥࢺ࡛⏝ࡍࡿࣞࢪࣥ㸦௨ᚋࢯࣇࢺࣞࢪࣥ㸧ࡢ⪏ᦶ⪖ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࣉࣟࣅࢪ
ࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞࢩ࡛ࣙࣥ⏝ࡍࡿᬻ㛫ಟ⏝ࣞࢪࣥࡢẚ㍑ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪༶㔜ྜࣞࢪࣥ㸦ࣇࢭࢵࢺࣞࢪࣥ㸪GC㸧࣑ࣀ㓟⣽⢏㸦࢚ࣇ࣮ࣟPERIO㸪
ᯇ㢼㸧ࢆ1㸸1࡛ΰࡋࡓࡶࡢ㸦ࢯࣇࢺࣞࢪࣥ㸧㸪ࣘࢽࣇࢫࢺϪ㸦GC㸧㸪ࣉࣟࣅࢼࢫ㸦ᯇ
㢼㸧㸪ࣞࢪࣥࢹࢫࢡ㸦ᒣඵṑᮦᕤᴗ㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ୖ㒊ヨᩱࡣ㸪ࢫࢸࣥࣞࢫ〇ࢫࢱࣛࢫ㸦SUS303㸪
ᮾிᢏ◊㸧ࡋࡓ㸬ୗ㒊ヨᩱࡣࢡࣜࣝࢳ࣮ࣗࣈෆࡑࢀࡒࢀᮦᩱࢆᙧᡂࡋ⾲㠃ฎ⌮ࢆࡍ
ࡇ࡛〇సࡋࡓ㸬ヨᩱᩘࡣྛ㒆10ࡋࡓ㸬ᦶ⪖ヨ㦂ࡣ⾪✺ᦶ⪖ヨ㦂ᶵ㸦K655-05㸪ᮾிᢏ◊㸧
ࢆ⏝࠸㸪37ΥỈ୰࠾࠸࡚Ⲵ㔜25 N㸪ࢫࢺ࣮ࣟࢡᖜ4 mm㸪5000ࢧࢡࣝࡢ᮲௳ୗ࡛ヨ㦂ࢆ⾜
ࡗࡓ㸬ヨ㦂ᚋ㸪㉮ᰝᆺඹ↔Ⅼ࣮ࣞࢨ㢧ᚤ㙾㸦LEXT㸪Olympus㸧ࢆ⏝࠸࡚㸪ୗ㒊ヨᩱࡢᦶ⪖ࡢ
᭱῝㒊ࡢ῝ࡉࢆ ᐃࡋ㸪ᦶ⪖᭱῝ࡉࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ୗ㒊ヨᩱࡢᦶ⪖᭱῝ࡉࡣ㸪ࢯࣇࢺࣞࢪࣥࡀ᭱ࡶ῝ࡃ㸪ᬻ㛫ಟ⏝ࣞࢪࣥࡣ῝࠸㡰ࣘࢽ
ࣇࢫࢺϪ㸪ࣉࣟࣅࢼࢫ㸪ࣞࢪࣥࢹࢫࢡ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࣞࢪࣥࢹࢫࢡࡣᕤᴗⓗ〇సࡉࢀ
ࡓᮦᩱࢆ CAD/CAM ᢏ⾡ࡼࡾ๐ࡾฟࡋ࡚〇సࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪༶㔜ྜࣞࢪࣥࡼࡾࡶẼἻࡢΰ
ධࡸ㔜ྜᗘࡢᆒ୍ࡉࡀ࡞࠸ࡓࡵ㸪᭱ᦶ⪖῝ࡉࡀᑡ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ᮏ◊✲ࡼࡾ
ࢯࣇࢺࣞࢪࣥࡢ⪏ᦶ⪖ᛶࡣᬻ㛫ಟ⏝ࣞࢪࣥࡼࡾࡶపࡃ㸪ᦶ⪖㔞ࡀࡁ࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞
ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪᫆ᦶ⪖ᛶࢫࣉࣜࣥࢺࡢᦶ⪖ホ౯ࡽ┦
ᑐⓗ⪏ᦶ⪖ᛶࢆ᥎ᐃࡋ࡚ࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ 450
࣮ࣞࢩࣙࣥࡢᮦᩱࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀ 400
350
ࡓ㸬
300
ᩥ⊩
250
200
1) ᖹኴ㑻㸪ᕝ▱Ꮚ㸪㔜⏣ඃᏊ㸪ᑠᕝ 㸬
150
᫆ᦶ⪖ᛶࢫࣉࣜࣥࢺࢆ⏝࠸ࡓᦶ⪖ࡢᐃ㔞ⓗ
100
ホ౯ἲࡢ㛤Ⓨ㸬㢡ᶵ⬟ㄅ㸬23㸸107-116㸬
50
0
2017

ᅗ
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O-11

㛤ᴗ་࠾ࡅࡿࢳ࢙࣮ࢧࢻᆺ࣭ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺ CAD/CAM ࡢ࠸ศࡅ
ۑᑠụ㌷ᖹ1,2, ᮌᮏඞᙪ2
1
ᑠụṑ⛉་㝔, 2⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫཱྀ⭍ᶵ⬟ಟᏛㅮᗙ ᄮᶵ⬟ไᚚ⿵⥛Ꮫศ㔝
Distinctive use of chair-side type and network type CAD / CAM in practitioners
żKoike G 1,2 , Kimoto K㸰
1
Koike Dental Clinic, 2Division of Prosthodontics & Oral Rehabilitation, Department of
Function and Restoration, Kanagawa Dental University

Oral

Ϩ㸬┠ⓗ
15ᖺ๓ࡼࡾᙜ་㝔ࡣࢳ࢙࣮ࢧࢻᆺCAD/CAM⨨ࡀᑟධࡋࡓ㸬ᙜࡣ㝔ෆ⤖ᆺࡢ
ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡾ㸪࣮ࣥࣞ㸪࣮ࣥࣞ㸪ࢡࣛ࢘ࣥ㸪ࢥ࣮ࣆࣥࢢ࡞ࡢ⿵⥛⨨ࡢ〇సࢆ⾜ࡗ
࡚࠸ࡓ㸬⏝㛤ጞࡼࡾከࡃࡢ♫ࡼࡾ㸪ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢥࣥࢭࣉࢺࡢCAD/CAMࡀ㈍ࡉࢀࡿࡼ࠺
࡞ࡗࡓ㸬
ᅇ㸪ࡇࢀࡽࡢࢥࣥࢭࣉࢺࡢ㐪࠺CAD/CAM⨨ࡢᙜ་㝔࠾ࡅࡿ⏝ἲࢆ⤂ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ࢳ࢙࣮ࢧࢻࡢ⏝ࢆ୰ᚰ㛤ⓎࡉࢀࡓCAD/CAM⨨㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆయ㛤Ⓨࡉࢀ
ࡓCAD/CAM⨨ࢆ⏝࠸࡚㸪୍⯡⮫ᗋ་࡛࠶ࡿᙜ་㝔࡛ࡢ᪥ᖖ⮫ᗋ࡛ࡢ⏝ἲࡑࡢ࠸ศࡅࢆ
ࢆᣢࡗ࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬ࡼࡗ࡚ࡣ㸪࣐ࢸࣜࣝࡢ㑅ᢥᇶ‽ࡶኚࢃࡿࡓࡵ〇స࣮࣡ࢡࣇ
࣮ࣟࡶࡁࡃኚࢃࡿ㸬࣐ࢸࣜࣝࡢ㐪࠸ࡼࡿ࣓ࣜࢵࢺࢹ࣓ࣜࢵࢺࡶྜࢃࡏ࡚ㄝ᫂ࡍࡿ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ࢳ࢙࣮ࢧࢻᆺ CAD/CAM ࡣ㝔ෆ࡛ࡢ〇స⤖ࢆᙜึࡢ㛤Ⓨ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪᭱ࡢ࣓
ࣜࢵࢺࡣ▷㛫ࡢ࠺ࡕಟ⿵⥛ฎ⨨ࢆ⤖ࡍࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ,ᝈ⪅࣓ࣜࢵࢺࡋ࡚ࡣ」ᩘᅇࡢ
⒪ᅇᩘ⒪ࢫࢺࣞࢫࡽゎᨺࡉࢀࡿ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ㝿ࡋ࡚ࡣึᮇࢥࢫ
ࢺࡀⳘࡿࡤࡾ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪〇స≀ࡢࢡ࢜ࣜࢸ࣮ࡣ〇స⪅ഃ࡚ࡀጤࡡࡽࢀࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝㛵ࡋ࡚ࡣ୍ᐃᮇ㛫ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࢆᚲせࡍࡿࡇࡣྰࡵ࡞࠸㸬
୍᪉㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺ CAD/CAM ࡣࢫ࢟ࣕࢼࡢࡳࡢᑟධࢥࢫࢺ࡛⮫ᗋࢆጞࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁ㸪
ࢩࢫࢸ࣒㐠⏝ࣜࢫࢡࡸ㸪〇స≀ࡣࢹ࣮ࢱ࣮ཷ㡿ഃࡢ౫Ꮡࡍࡿࡓࡵṑ⛉་ᖌഃࡢ〇సࣜࢫࢡࢆ
᭱ᑠ㝈ᢚ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸬࡛ࡣࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺࡢࢹ࣮ࢱ࣮ࡢࡳ࡛ࡢ〇సࡣ㸪᪤Ꮡࡢ
༳㇟ἲẚ▼⭯ᶍᆺ࡞ࡼࡿసᴗᶍᆺࡢ〇సࢥࢫࢺ㸪㛫ࢆ┬ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿࡓࡵ㸪ᢏ
ᕤ㈝⏝ࡢᅽ⦰ᡂຌࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᚲせᛂࡌ࡚ 3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆ⏝࠸ධࢀࡤࢹ࣮ࢱ࣮ࡢࡳࡢཷ
㡿ࡽᐇ㝿ࡢᶍᆺࢆ〇సࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿ㸬
࣮࣮ࣥࣞࣥࣞ࡞ࡢ༢⣧ࡘ㸪㧗ᑂ⨾ᛶࢆせồࡋ࡞࠸࡛࠶ࢀࡤ㝔ෆ࡛ࡢෆ〇࡛⾜
࠸㸬㧗ᙉᗘࢆᚲせࡍࡿ༢ෙࡲࡓ㸪ࣈࣜࢵࢪ࡞ࡢ」ᩘṑࢃࡓࡿಟ㸪㧗ᑂ⨾ᛶࢆᚲせ
ࡍࡿ๓ṑ㒊࡞ࡣ㸪ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆ㏻ࡌ࡚ᢏᕤኈࡼࡿࢹࢪࢱࣝࢼࣟࢢࡢ」ྜⓗ࡞ಟ
ἲࡀࢳ࢙࣮ࢧࢻࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᆺࡢ⌧ᅾࡢᙜ་㝔࡛ࡢ࠸ศࡅ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬
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P-01

ࢹࢪࢱཱྀࣝ⭍㢡ᶵ⬟グ㘓ゎᯒᩍ⫱⨨ࡼࡿᩍ⫱ຠᯝ
ۑ㇂ཱྀ♸1, 㒔⠏ ᑛ2㸪ᯇᾆᑦᚿ1㸪ᒣཱྀ㞝୍㑻1㸪㧘ᶫ ⿱2, ᇛᡞᐶྐ3
1
⚟ᒸṑ⛉ᏛညྜಟᏛㅮᗙෙᶫ⩏ṑᏛศ㔝
2
⚟ᒸṑ⛉ᏛညྜಟᏛㅮᗙ᭷ᗋ⩏ṑᏛศ㔝
3
⚟ᒸṑ⛉ᏛညྜಟᏛㅮᗙཱྀ⭍ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝
The effect of education for dental students used by digital mandibular movement analyzing device
Taniguchi Y1 㸪Tsuzuki T2, Matsuura T1, Yamaguchi Y1, Takahashi Y2, Kido H3
1
Department of Oral Rehabilitation,Section of Fixed Prosthodontics,Fukuoka Dental College
2
Department of Oral Rehabilitation,Section of Removable Prosthodontics,Fukuoka Dental College
3
Department of Oral Rehabilitation oral Implantology,Section of Oral Implantology Fukuoka Dental
College
Ϩ㸬┠ⓗ
୕ḟඖⓗ࡞ືࡁࢆࡍࡿ㢡㐠ືࡣ㸪ᩍ⛉᭩ࡔࡅ࡛ࡣ⌮ゎࡀᅔ㞴ࡉࢀࡿᩍ⫱ศ㔝࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪ࡇ
ࢀࡲ࡛ᵝࠎ࡞㟁Ꮚ፹యࢆ⏝࠸࡚ᩍ⫱ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬⚟ᒸṑ⛉ᏛညྜಟᏛㅮᗙ࡛ࡣ㸪ࢹࢪ
ࢱཱྀࣝ⭍㢡ᶵ⬟グ㘓ゎᯒᩍ⫱⨨ࡢ୍ࡘࡋ࡚㸪㉸㡢Ἴ

ᐃࡼࡿࢹࢪࢱࣝ㢡㐠ືィ

⨨

ࠕARCUS® Digma IIࠖࢆᑟධࡋ㸪ᖹᡂ 26 ᖺᗘࡼࡾᏛ⏕ࡢ㢡㐠ື⌮ゎᙺ❧࡚࡚࠸ࡿ㸬ᅇ㸪ࡑࡢ
ᩍ⫱ຠᯝࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᖹᡂ26ᖺᗘࡢᮏᏛ⮫ᗋᐇ⩦⏕90ྡ㸦➨5Ꮫᖺ㸧ࢆᑐ㇟࣏ࣜࢡࣜࢆ⾜ࡗࡓ㸬࣊ࢵࢻࣇ࣮࣒ࣞࡀ
╔ࡉࢀࡓ⿕㦂⪅ࡢ㢡㐠ືࢆᆺࣔࢽࢱ࣮⾲♧ࡋ㸪Ꮫ⏕ࡣࣜࣝࢱ࣒࡛㢡㐠ືࡢほᐹグ㘓ࢆ
⾜ࡗࡓ㸬ྠ୍ࡢ⿕㦂⪅ࡢࣇ࢙ࢫ࣎࢘グ㘓࠾ࡼࡧ๓᪉࣭ഃ᪉ࢳ࢙ࢵࢡࣂࢺ᥇ᚓࢆᏛ⏕ࡀ⾜࠸㸪
‽ഛࡋ࡚࠾࠸ࡓ༙ㄪ⠇ᛶညྜჾ࡛▮≧๓᪉㢛㊰ഴᩳゅ㸪ഃ᪉㢛㊰ゅࡢㄪ⠇ࢆ⾜ࡗࡓ㸬࣏ࣜࢡࣜ⤊
ᚋࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ᑐ㇟Ꮫ⏕ࡢ࠺ࡕ 24 ྡ㸦26.6㸣㸧ࡢᏛ⏕ࡀ㸪㢡㐠ືࡢ⌮ゎࡀᅔ㞴࡛࠶ࡿᅇ⟅ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⌮⏤
ࡋ࡚㸪ࠕᩍ⛉᭩ࡔࡅ࡛ࡣ࣓࣮ࢪࡀࢃࡁࡃ࠸ࠖ࠸࠺ពぢࡀ࠶ࡗࡓ㸬ᐇ㝿ࡢ㢡㐠ືࢆぢࡿࡇ
࡛㢡㐠ືࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓ࠸࠺㉁
ၥᑐࡋ࡚㸪86 ྡ㸦95.5㸣㸧ࡢᏛ⏕ࡀ
῝ࡲࡗࡓᅇ⟅ࡋࡓ㸬㢡㐠ືグ㘓⨨
ࡣ㢡㐠ືࡢ⌮ゎᚲせࡢ㉁ၥᑐ
ࡋ࡚㸪87 ྡ㸦96.6㸣㸧ࡢᏛ⏕ࡀᚲせ
ᅇ⟅ࡋࡓ㸬
ᮏᐇ⩦ࡢ≉ᚩࡋ࡚㸪⿕㦂⪅ࡢ㢡㐠
ືࡀࣜࣝࢱ࣒࡛ࣔࢽࢱ࣮⾲♧ࡉ
ࢀࡿࡓࡵ㸪Ꮫ⏕ࡀ㢡㐠ືࢆ࣓࣮ࢪࡋ
ࡸࡍ࠸ࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ࡲࡎࢹࢪࢱ
ࣝሗࡉࢀࡓ㢡㐠ືࢆほᐹࡋ㸪⥆࠸
ཱྀ࡚⭍ෆ࡛ࣇ࢙ࢫ࣎࢘㸪ࢳ࢙ࢵࢡࣂ
ࢺࢆ᥇ᚓࡋ࡚ညྜჾࡢ㢛㊰ㄪ⠇ࢆ⾜
࠺ࡇ࡛㸪㢡㐠ືࢆညྜჾࢺࣛࣥࢫ
ࣇ࣮ࡍࡿ⤌ࡳࢆⓗ☜⌮ゎ࡛ࡁࡓ
⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬
Ꮫ⏕ࡼࡿ࣏࣮ࢺࣇ࢛ࣜ࢜ࡢ୍
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P-02

ࢹ࣮ࢱࡽไసࡍࡿ」〇⩏ṑ
ۑୖ⤮⌮㤶1㸪Ύᐑ୍⚽1㸪ྂᕝ㎮அ1㸪ᫍ ᠇ᖾ2㸪ᑿ୍㑻2㸪⇃ᆏ▱ᑵ2㸪ᮾ୍㑻2㸪ᕝす⠊⦾2㸪⎼ᬛኴ㑻3㸪
ᶫ ᱇3㸪ᮌᮏඞᙪ1,2
1
⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔ᢏᕤ⛉ 2⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫཱྀ⭍⤫ྜ་⒪Ꮫㅮᗙ⿵⥛࣭ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝 3⚄ዉᕝṑ⛉
Ꮫཱྀ⭍⛉Ꮫㅮᗙࢡࣜࢽ࣭࢝ࣝࣂ࣐࢜ࢸࣜࣝศ㔝

Fabricating duplicate denture with CAD data
Inoue E1㸪Seimiya K1㸪Furukawa T1㸪Hoshi N2㸪Maruo K2㸪Kumasaka T2㸪Higashi T2㸪 Kawanishi N2㸪Nihei T3㸪Ohashi
K3㸪Kimoto K2
1
Department of Dental Laboratory㸪Kanagawa Dental University Hospital
2
Department of Oral Interdisciplinary Medicine (Prosthodontics & Oral Implantology) Graduate School of Dentistry Kanagawa
Dental University
3
Division of Clinical Biomaterials, Department of Oral Science, Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental University
Ϩ㸬⥴ゝ
㏆ᖺ㸪Ⓨ㐩ࡋࡓṑ⛉࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࡣ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼࡢⓎ⌧ࡼࡾ᭦࡞ࡿ㣕㌍ࢆ㐙ࡆ࡚࠸ࡿ㸬ࡋ
ࡋ㸪ືⓗ࡞⢓⭷㠃༳㇟᥇ᚓࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿ⩏ṑ〇సࡣ㸪⌧ᅾࡢࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ᢏᕤࢧࢻ
࠾࠸࡚ࡶ㔠ᒓᗋࡸࢡࣛࢫࣉ〇సࡢ㝿 CAD ࢆ⏝ࡍࡿ࡞㒊ศⓗࡣά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪⩏ṑ〇స࠶ࡓࡾ
ᕤ⛬ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢࢹࢪࢱࣝ⏝ࡣ㞴ᒁ࠶ࡿ㸬⒪ࢧࢻᢏᕤࢧࢻ㸪ࡕࡽࡢほⅬࡽࡶ⩏ṑศ㔝࠾
ࡅࡿࢹࢪࢱࣝࡢ⏝ࡣᮍࡔᑡ࡞࠸㸬ᅇࡣ㸪⩏ṑ〇సᕤ⛬ࡢࢹࢪࢱࣝࡢ㊊ࡅࡢࡓࡵ㸪」〇⩏ṑࡢ〇సࢆ
STL ࢹ࣮ࢱࡽ⾜࠺᪉ἲࢆᵓ⠏ࡋ㸪ά⏝ἲࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ࢫ࢟ࣕࣥᶵᮦࡣࢹࣥࢱࣝࢩࢫࢸ࣒D700-3SP㸦ࣃࢼࢯࢽࢵࢡ࣊ࣝࢫࢣᰴᘧ♫㸧ࢆ⏝ࡋࡓ㸬
ࡇࡢࣔࢹࣝࢫ࢟ࣕࢼ࡚⩏ṑࡢ◊☻㠃ഃ⢓⭷㠃ഃࡢ2ࡘࡢࢫ࢟ࣕࣥࢹ࣮ࢱࢆ〇సࡋࡓ㸬ࢹ࣮ࢱࡣࡑࢀࡒ
ࢀ∦㠃ࡢࡳ࡞ࡾ㸪ࢹ࣮ࢱࢆᵓᡂࡍࡿ࣏ࣜࢦࣥࢆഃࡽぢࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸬
ࡇࡢࢹ࣮ࢱࢆࢹࢪࢱࣝࢯࣇࢺࡢGeomagic Control㸦3D Systems K.K.㸧ࡼࡾ㸪ࢫ࢟ࣕࣥࡢ㝿㔜」ࡋ࡚
ࢀࡓ㒊ศࡢࢹ࣮ࢱࢆᇶ‽㸪2ࡘࡢࢹ࣮ࢱࢆྜᡂࡋࢹ࣮ࢱࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ୍࡛ሢ࡞ࡗࡓSTLࢹ࣮ࢱࢆ
〇సࡋࡓ㸬STLᙧᘧ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵNCຍᕤࡸ3Dࣉࣜࣥࢱ㏦ࡿࡇࡼࡾ㸪」〇⩏ṑࡢ〇సࡀྍ⬟࡞ࡿ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ࣔࢹࣝࢫ࢟ࣕࢼࢆ⏝ࡍࡿࡇ࡛㸪ࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࢆ⾜
࠺⾡⪅ࡢᢏ⾡࡛ṇ☜ࡉࡀᕥྑࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃ㸪Ᏻᐃࡋࡓ
⢭ᐦ࡞ࢹ࣮ࢱࢆᚓࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡓࡵ㸪⩏ṑࡢࢹ࣮ࢱࢆ
㔜ࡡྜࢃࡏࡿ㝿ࡶㄗᕪࡀ⏕ࡌࡃ࠸㸬CAMࢩࢫࢸ࣒ࣥ
࣏࣮ࢺࡋࡓ㝿࢚࣮ࣛࡀฟ࡞࠸ࡇࡸ㸪ᐇ㝿ᡂᙧࡋࡓ
㝿ࡶලྜࡀ⏕ࡌ࡞࠸ࡇࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵᐇ㝿ᡂᆺ
ࢆ⾜࡞ࡗࡓ㸬3DࣉࣜࣥࢱࡣForm2㸦ࢥࣇࣟࣥࢺ㸧ࢆ⏝
ࡋ㸪STLࢹ࣮ࢱࢆ㝃ᒓࢯࣇࢺ࣏࣮ࣥࢺࡋ㸪ࣇ࢛࣮࣒ࣛ
ࣈࢬ ࣔࢹࣝࣞࢪ࡚ࣥ㐀ᙧࢆ⾜࡞ࡗࡓ㸬NCຍᕤࡢ࣑ࣜࣥ
ࢢ࣐ࢩࣥࡣceramill motion2㸦ᮅ᪥ࣞࣥࢺࢤࣥ㸧㸪ຍᕤ⏝࠸ࡓࢹࢫࢡࡣࣞࢪࣥࢹࢫࢡD(ᒣඵṑ⛉ᕤ
ᴗᰴᘧ♫)ࢆ⏝ࡋࡓ㸬࣏࣮ࣥࢺࡢ㝿ࡣᗋ⦕ࢆ࣐࣮ࢪࣥࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࡏࡓᚋ࣑ࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࢹࢪࢱࣝᢏᕤࡣ 2015 ᖺࢆቃࡁࡃኚࢆࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ᕤᴗ⏺࡛ࡣᙜ↛ゝࢃࢀ࡚࠸ࡓ CAD/CAM ࡢ࣮࢜
ࣉࣥࡸ✰࠶ࡅᡂᆺࡢຍᕤ㸪ࢳࢱࣥࡸࢥࣂࣝࢺࢡ࣒ࣟ࡞㔠ᒓࡢ࣮ࣞࢨࢩࣥࢱࣜࣥࢢ㸪ࢹࢪࢱࣝୖ࡛ࡢࢧ࣮
ࢪ࢝ࣝ࢞ࢻࡢ〇స㸪ᶵ✀ᶵᮦࡢᖜ࡞ቑຍ㸪୍⯡ᴗ⏺ࡽࡢࢹࢪࢱࣝṑ⛉ཧධ㸪ࢹࢪࢱࣝ࠾ࡅࡿ Big ࢹ
࣮ࢱ㞟࡞ከ㠃ⓗ࡞ኚ࣭㣕㌍ࡀࡁࡃぢཷࡅࡽࢀࡿ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪⩏ṑࡢࢹࢪࢱࣝࡢືࡁࡣ⦆៏࡛
࠶ࡾ㸪ࢩࢫࢸ࣒ࡸᮦᩱࡣᮍࡔᩘ࠼ࡿ⛬ᗘ࡛࠶ࡿ㸬
ࡇࡢࡼ࠺࡞⌧≧࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪⩏ṑࡢࢹ࣮ࢱࢆಖᏑࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡛㸪◚ᦆࡸ⣮ኻ㸪⢓⭷㠃ࡢኚ㸪ேᕤṑࡢ
ᦶ⪖ࡼࡿညྜࡢప࡞㸪᪂つ⩏ṑ〇సࡸ᪤Ꮡ⩏ṑࡢಟṇࡢ㝿㸪ࢹ࣮ࢱࡽ㐀ᙧࢆ⾜࠺ࡇ࡛ྍཬⓗ
ᑡ࡞࠸ᅇᩘ࡛⩏ṑࡢ〇సࡸಟṇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬᪤Ꮡࡢ⩏ṑྠࡌᙧ≧㸪ࡲࡓࡣཧ⪃〇సࡋࡓ⩏ṑࡣ㸪
᮶㝔ᅇᩘࢆῶࡽࡍࡇࡀྍ⬟࡞ࡾ㸪㧗㱋♫ࢆ㏄࠼࡚࠸ࡿ⌧௦࠾࠸࡚ࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ
ཧ⪃ᩥ⊩
1) Seelbach P et al. Accuracy of digital and conventional impression techniques and workflow. Clin
Oral Investig 2013;17(7):1759-1764.
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P-03

᪂つࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࢆ⏝ࡋࡓ⮻ṑ㒊ࢡࣛ࢘ࣥࡢ⮫ᗋᛂ⏝
୍⏣ۑὒ1㸪⯙⏣ኵ2㸪⚄ᡂඞᫎ2㸪⏣ᮧ ㄔ2
1
ᾏ㐨་⒪ᏛṑᏛ㒊ཱྀ⭍ᶵ⬟ಟ࣭ᘓᏛ⣔ࢹࢪࢱࣝṑ⛉་Ꮫศ㔝, 2ᾏ㐨་⒪ᏛṑᏛ㒊ཱྀ⭍ᶵ
⬟ಟ࣭ᘓᏛ⣔㧗ᗘඛ㐍⿵⥛Ꮫศ㔝

Clinical application to Molar Crowns using New Hybrid Resin Block
Hikita K1㸪Maida T 2㸪Kannari Y2, Tamura M2
1
Division of Digital Dentistry, Department of Oral Rehabilitation, School of Dentistry, Health
Sciences University of Hokkaido
2
Division of Advanced Prosthodontics, Department of Oral Rehabilitation, School of Dentistry, Health
Sciences University of Hokkaido
Ϩ㸬┠ⓗ
CAD/CAM ෙࡀᑠ⮻ṑ㒊ಖ㝤ᑟධᚋ㸪ḟࠎ CAD/CAM ෙᑐᛂࡢࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡀⓎࡉ
ࢀ㸪ྠ୍࣓࣮࣮࢝ࣈࣛࣥࢻ࠾࠸࡚ࡶ㸪ࡍ࡛➨୕ୡ௦㸪➨ᅄୡ௦ࡢ㧗ᙉᗘ࡞ࣈࣟࢵࢡࡀ㛤Ⓨࡉࢀ࡚
࠸ࡿ㸬ࡑࡋ࡚㸪2017 ᖺࡣ⮻ṑ㒊࡛ࡢညྜᅽ⪏࠼࠺ࡿ㧗ᙉᗘࣈࣟࢵࢡࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪ᚑ᮶ࡢᑠ⮻ṑ
⏝ࣈࣟࢵࢡࡢ CAD/CAM ෙ⏝ᮦᩱ㸦Ϩ㸧ຍ࠼࡚㸪᪂ࡓ⮻ṑ⏝ࣈࣟࢵࢡࡢ CAD/CAM ෙ⏝ᮦᩱ㸦ϩ㸧
ࡋ࡚ಖ㝤㐺⏝ᣑࡉࢀࡿ⮳ࡗࡓ.
ࡑࡇ࡛㸪ࡇࡢ⮻ṑ⏝᪂つࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࢆ⏝࠸࡚㸪ཱྀ⭍ෆ࠾ࡅࡿ⪏ஂᛶࢆㄪᰝࡍ
ࡿࡓࡵ⮫ᗋヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛⤒㐣ࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
2017ᖺ4᭶ࡽ2017ᖺ12᭶ᾏ㐨་⒪Ꮫ㝔ṑ⛉እ᮶࠾࠸࡚㸪ᝈ⪅10ྡ㸦ࡍ࡚ዪᛶ㸪26ࠥ64
ṓ㸪ᖹᆒ50.4ṓ㸧ࡢ⮻ṑ㒊ᑐࡋ࡚ࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࢡࣛ࢘ࣥ14ᮏࢆ╔ࡋ㸪╔ᚋ1ࣨ᭶㸪3ࣨ
᭶㸪6ࣨ᭶ணᚋㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ㸬
⏝ࡋࡓCAD/CAMෙ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡣࡍ࡚ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ300㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧࡛࠶ࡾ㸪
Aadva CAD/CAM system㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ࢆ⏝࠸࡚タィຍᕤࡋࡓ㸬╔㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ࡍ࡚᥋╔ᛶࣞࢪࣥࢭ
࣓ࣥࢺG-Cem one㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬࡞࠾㸪ᨭྎṑᙧᡂࡣࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺࣉࣞࣃ࣮ࣞࢩࣙࣥࣂ࣮ࢭࢵ
ࢺ㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ࢆ⏝࠸࡚⾜࠸㸪࣐࣮ࢪࣥࡣࢹ࣮ࣉࢩࣕࣥࣇ࣮㸪ᑐྜṑࡢࢡࣜࣛࣥࢫࡣࢡࣜ
ࣛࣥࢫࢤ࣮ࢪࢆ⏝࠸࡚2.0mm௨ୖࡀ☜ಖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋ㸪〇సࡋࡓࢡࣛ࢘ࣥညྜ㠃ཌࡉࡣ
1.5mm௨ୖ࡞ࡿࡼ࠺タィࡋࡓ㸬
࠶ࡽࡌࡵ㸪タᐃࡋࡓணᚋデᰝㄪᰝࡢ㡯┠ࡣ㸪ࢡࣛ࢘ࣥࡢ◚ᢡ㸪⬺㞳㸪ࢡࣛࢵࢡ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≧ែࡋ㸪ࣉࣟࢺࢥ࣮ࣝࡋࡓࡀࡗ࡚᮶㝔デᰝࡋࡓ㸬
࡞࠾㸪ᮏ◊✲ࡣᾏ㐨་⒪Ꮫಶయᕪ་⒪⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮⌮ጤဨ࠾࠸࡚ᢎㄆࢆᚓ࡚࠸ࡿ㸬㸦➨
2016-020ྕ㸧
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ᅇࡢணᚋㄪᰝ࠾ࡅࡿほᐹᮇ㛫ࡣ㸪╔ᚋ 1ࠥ9 ࢝᭶㛫㸦ᖹᆒ 4.9 ࢝᭶㸧࡞ࡗࡓ㸬ᑐ㇟࡞ࡗࡓ
╔㒊ࡣ㸪ୗ㢡➨୍⮻ṑ 4 ᮏ㸦28.6%㸧㸪ୗ㢡➨⮻ṑ 1 ᮏ(7.1%)㸪ୖ㢡➨୍⮻ṑ 8 ᮏ㸦57.1%㸧㸪
ୖ㢡➨⮻ṑ 1 ᮏ(7.1%)࡛࠶ࡾ㸪ࡍ࡚ኻάṑ࡛࠶ࡗࡓ㸬ᅇࡢ⮫ᗋ◊✲࡛ࡣ๓ࡢཱྀ⭍ෆデᰝࢆ
⾜࠸㸪ձညྜࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ㸪ղ᫂ࡽ࡞ࣈࣛ࢟ࢩࢬ࣒ࡀㄆࡵࡽࢀ࡞࠸㸪ճᑐྜṑࡢ༑ศ࡞ࢫ࣮࣌
ࢫࡀ࠶ࡿ㸪࠸࠺᮲௳ࡢୗ࡛ࢣ࣮ࢫࢆ㑅ᢥࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ㸪ୖୗ㢡ࡶ➨୍⮻ṑࡀከࡃᑐ㇟࡞ࡗࡓ㸬
࠸ࡎࢀࡢࢣ࣮ࢫ࠾࠸࡚ࡶ㸪ࢡࣛ࢘ࣥࡢ◚ᢡ㸪⬺㞳㸪ࢡࣛࢵࢡࡣㄆࡵࡽࢀࡎ㸪ࡢࡍ࡚ࡢデᰝ㡯
┠࠾࠸࡚╔ࡽኚࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬
௨ୖࡢࡇࡽ㸪ᅇ⏝࠸ࡓ⮻ṑ⏝᪂つࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡࡣ⮻ṑᑐࡍࡿ༑ศ࡞ᙉ
ᗘࢆಖ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬
ᚋࡣᩘࢆቑࡸࡋ㸪ࡉࡽ㛗ᮇⓗ࡞ணᚋㄪᰝࢆ⾜࠺ணᐃ࡛࠶ࡿ㸬
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P-04

↝⤖✚ᒙษ๐ࡢࣁࣈࣜࢵࢻຍᕤࡼࡾ〇సࡋࡓᨭྎ⨨ࡢ␗᪉ᛶࡢ᳨ウ
ۑ௰⏣㇏⏕㸪᪂ಖ⚽ோ㸪㧗ᶫஓ㸪㫽ᒃ㯞⳯㸪ஂಖຊᘅ
㭯ぢᏛṑᏛ㒊ᒓ㝔᭷ᗋ⩏ṑ⿵⥛Ꮫㅮᗙ
Study on anisotropy of clasp fabrication using one-process molding by repeated laser sintering and
high-speed milling
Nakata T㸪Shimpo H㸪Takahasi K㸪Torii M㸪Ohkubo C
Department of Removable Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental Medicine
Ϩ㸬⥴ゝ
㏆ᖺ㸪✚ᒙ㐀ᙧࢆ⏝࠸ࡓ⿵⥛⨨ࡢ〇సࡀ⾜ࢃࢀࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿࡀ㸪⾲㠃ᙧ≧ࡀ㠀ᖖ⢒㐀
࡞ࡿࡇࡽ㸪ᨭྎṑࡢ㐺ྜᛶᗘࡢほⅬࡽ⮫ᗋᛂ⏝ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ゎỴ⟇ࡋ࡚
✚ᒙ㐀ᙧษ๐ࡢࣁࣈࣜࢵࢻຍᕤࢆ⾜࠺ࡇࡼࡾ㸪⾲㠃ᙧ≧ඃࢀࡓᨭྎ⨨ࢆ〇సࡍ
ࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡾ㸪ඛ⾜◊✲ࡋ࡚ࣁࣈࣜࢵࢻຍᕤࡼࡾ〇సࡉࢀࡓᨭྎ⨨ࡢ㐺ྜ⢭
ᗘ⥔ᣢຊ㛵ࡋ࡚ᐇ㦂ⓗ࡞᳨ウࢆ⾜࠸㸪ࣁࣈࣜࢵࢻຍᕤࡢ⮫ᗋᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋࡓ㸬
ࡋࡋ㸪✚ᒙ㐀ᙧࡼࡾ〇సࡋࡓ㐀ᙧయࡣ㸪㐀ᙧ᪉ྥࡼࡾᶵᲔⓗᛶ㉁ࡀኚࡍࡿ␗᪉ᛶࢆ
᭷ࡋ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢᙳ㡪ࡣ᫂ࡽࡣ࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣ㸪㐀ᙧゅᗘࢆኚࡉࡏ㸪
〇సࡋࡓᨭྎ⨨ࡢ㐺ྜ⢭ᗘ⥔ᣢຊ㛵ࡋ࡚ᐇ㦂ⓗ࡞᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
⮻ṑࢆᐃࡋࡓ㔠ᆺᨭྎṑᑐࡋ࡚௨ୗࡢ㸰᮲௳㸸㸯㸧㏻ἲ㏻ࡾ༳㇟᥇ᚓᚋ㸪࣡ࢵࢡࢫ
ࢵࣉࢆ⾜࠸㗪㐀㸪㸰㸧㔠ᆺᨭྎṑࢆࢫ࢟ࣕࣥࡋ㸪ᙧ≧ࢹ࣮ࢱࢆࡶࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ࢯࣇ
ࢺࢆ⏝ࡋ࡚㸪࢚࣮࣮࢝ࢫࢡࣛࢫࣉࡢࢹࢨࣥࢆ⾜࠸㸪㔠ᒓග㐀ᙧ」ྜຍᕤᶵ㸦LUMEX
Avance-25㸪ᯇᾆ〇సᡤ♫〇㸧࡚✚ᒙ㐀ᙧษ๐ຍᕤࡢ࣡ࣥࣉࣟࢭࢫ㸪ࡼࡾ࢚࣮࣮࢝ࢫࢡ
ࣛࢫࣉࢆ〇సࡋࡓ㸬㔠ᒓࡣ㗪㐀ࣁࣈࣜࢵࢻຍᕤࡶ㸪ࢥࣂࣝࢺࢡ࣒ࣟྜ㔠⢊ᮎࢆ⏝ࡋࡓ㸬
ࣁࣈࣜࢵࢻຍᕤࡢ㐀ᙧゅᗘࡣ45r㸪90rࡢ㸰✀㢮ࡋࡓ㸬〇సࡉࢀࡓヨᩱࡣX⥺ࡼࡿ㠀◚
ቯ᳨ᰝࢆ⾜ࡗࡓᚋ㸪㔠ᆺᨭྎࡢ㐺ྜ⢭ᗘࢆࢩࣜࢥࣥ༳㇟ᮦࡼࡿ㐺ྜヨ㦂ࡼࡾホ౯ࡋࡓ㸬
ィ 㒊ࡣ㖋ඛ➃ࡽ0.5 mm㸦㖋ᑤ㸧㸪12.0 mm㸦㖋⭎㸧ࣞࢫࢺࡢ㸱㒊ࢆ㑅ᢥࡋ㸪⬟ᢞ
ᙳᶵࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓ㸬ࡲࡓึᮇ⥔ᣢຊ࠾ࡼࡧ╔⬺10,000ᅇࡲ࡛⧞ࡾ㏉ࡋ╔⬺ࢆ⾜࠸㸪⥔ᣢ
ຊࡢኚࢆ ᐃࡋࡓ㸬⥔ᣢຊࡣ⬟ヨ㦂ᶵࢆ⏝࠸࡚ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ50 mm/min࡚ᘬᙇ
ヨ㦂ࢆ⾜࠸ィ ࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒᚋ㸪Tukeyࡢከ㔜ẚ㍑᳨ᐃࢆ⾜࠸㸪
༴㝤⋡5%࡚⤫ィゎᯒࢆ⾜ࡗࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
㐺ྜヨ㦂ࡢ⤖ᯝࡣ࡚ࡢヨᩱ࠾࠸࡚ࣞࢫࢺ㒊㖋⭎㒊㸪㖋ᑤ㒊ࡢ㛫᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽ
ࢀࡓ㸬ࣁࣈࣜࢵࢻຍᕤࡢ㐀ᙧゅᗘ 90°ࡢࡶࡢࡀࣞࢫࢺ㒊࠾࠸࡚㐺ྜⰋ࡞ࡿഴྥࡀㄆ
ࡵࡽࢀࡓ㸬㐀ᙧゅᗘࡼࡗ࡚㐺ྜ⢭ᗘࡣⱝᖸᕥྑࡉࢀࡿࡶࡢࡢ㖋⭎㒊㸪㖋ᑤ㒊㛵ࡋ࡚ࡣ
࡚ࡢヨᩱ࠾࠸࡚ࡰྠ➼࡞㐺ྜ⢭ᗘࢆ♧ࡋࡓ㸬
㐀ᙧゅᗘ 45°ࡢ⥔ᣢຊࡀ 19.5 N ᭱ࡶࡁࡃ㸪ḟ㗪㐀ࡢ 12.9 N㸪㐀ᙧゅᗘ 90°ࡢ 12.3
N ࡞ࡗࡓ㸬㐀ᙧゅᗘ 45°ࡑࡢࡢヨᩱࡢ㛫᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࡲࡓ⥔ᣢຊࡢኚ
㛵ࡋ࡚㸪㐀ᙧゅᗘ 90°ࡣ 27.6%㸪㐀ᙧゅᗘ 45°ࡣ 33.8%㸪㗪㐀ࡣ 41.1㸣ࡢῶ⾶⋡ࢆ♧ࡋ, 㐀
ᙧゅᗘࢆኚࡉࡏ࡚ࡶᏳᐃࡋࡓ⥔ᣢຊࡀᚓࡽࢀࡿࡇࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ㸬
ࣁࣈࣜࢵࢻຍᕤ࡚〇సࡋࡓࢡࣛࢫࣉࡣ㐀ᙧゅᗘࡼࡗ࡚㐺ྜ⢭ᗘ㸪⥔ᣢຊ㸪⪏ஂᛶ
ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡇࢆ☜ㄆࡋࡓࡀ⮫ᗋⓗチᐜ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪⮫ᗋᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉ
ࢀࡓ㸬ᚋࡣ㐀ᙧゅᗘ 0rࡢ᳨ウ㸪ᮏἲࡼࡿᆺࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢ〇సࢳࢱࣥ⢊ᮎヨᩱ
ࡢ⏝ࡶ᳨ウࡍࡿᡤᏑ࡛࠶ࡿ㸬
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୍⯡ཱྀ₇ࠊ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲⏝ ᢒ㘓ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ
ᢒ㘓ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ
P-05

ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
300
300ࡢỈ୰࠾ࡅࡿ⪏ຎᛶホ౯
ࡢỈ୰࠾ࡅࡿ⪏ຎᛶホ౯
ۑᫍ㔝ᑠ⏫㸪ୖ㔝㈗அ㸪⇃㇂▱ᘯ
ۑᫍ㔝ᑠ⏫㸪ୖ㔝㈗அ㸪⇃㇂▱ᘯ
ᰴᘧ♫ࢪ࣮ࢩ࣮
ᰴᘧ♫ࢪ࣮ࢩ࣮ R&D.
R&D.
Mfg
Mfg
Evaluation
Evaluation
ofof
resistance
resistance
toto
degradation
degradation
under
under
water
water
immersion
immersion
ofof
CERASMART300
CERASMART300
Hoshino
Hoshino
K㸪Ueno
K㸪Ueno
T㸪Kumagai
T㸪Kumagai
TT
GC
GC
CORPORATION
CORPORATION
R&D.
R&D.
MFG
MFG
Ϩ㸬⥴ゝ
Ϩ㸬⥴ゝ
2017
2017
ᖺᖺ
3 ᭶᪥ᮏṑ⛉ᮦᩱᕤᴗ༠ྠ⤌ྜࡼࡾ㸪ᅋయつ᱁
3 ᭶᪥ᮏṑ⛉ᮦᩱᕤᴗ༠ྠ⤌ྜࡼࡾ㸪ᅋయつ᱁
JDMAS
JDMAS245:2017ࠕCAD/CAM
245:2017ࠕCAD/CAM
ෙ⏝ṑ⛉ษ
ෙ⏝ṑ⛉ษ
๐ຍᕤ⏝ࣞࢪࣥᮦᩱࠖࡀⓎ⾜ࡉࢀ㸪CAD/CAM
๐ຍᕤ⏝ࣞࢪࣥᮦᩱࠖࡀⓎ⾜ࡉࢀ㸪CAD/CAMෙࡢලഛࡍࡁᛶ⬟ᇶ‽ࡀ♧ࡉࢀࡓ.
ෙࡢලഛࡍࡁᛶ⬟ᇶ‽ࡀ♧ࡉࢀࡓ.ࡲࡓ㸪2017
ࡲࡓ㸪2017ᖺᖺ1212
᭶᭶
1 ᪥ࡣ
1 ᪥ࡣ
CAD/CAM
CAD/CAM
ෙࡀ⮻ṑ࠾࠸࡚ࡶಖ㝤㐺⏝ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡽ㸪CAD/CAM
ෙࡀ⮻ṑ࠾࠸࡚ࡶಖ㝤㐺⏝ࡉࢀࡓ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞⫼ᬒࡽ㸪CAD/CAM
ෙࡣ᪥
ෙࡣ᪥
ᮏࡢ⮫ᗋ⌧ሙ࠾࠸࡚ࡲࡍࡲࡍᏑᅾឤࢆቑࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ṑ⛉⏝ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫẚ㍑ࡍࡿỈ୰࡛ຎࡋ
ᮏࡢ⮫ᗋ⌧ሙ࠾࠸࡚ࡲࡍࡲࡍᏑᅾឤࢆቑࡋ࡚࠸ࡿࡀ㸪ṑ⛉⏝ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫẚ㍑ࡍࡿỈ୰࡛ຎࡋ
ࡸࡍ࠸ࡢᣦࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵỈ୰࡛ࡢຎࢆ⪃៖ࡋࡓᮦᩱࡢホ౯ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬
ࡸࡍ࠸ࡢᣦࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵỈ୰࡛ࡢຎࢆ⪃៖ࡋࡓᮦᩱࡢホ౯ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬
ᘢ♫࡛ࡣ
ᘢ♫࡛ࡣ
2017
2017
ᖺᖺ
7 ᭶ᅋయつ᱁ࢱࣉ
7 ᭶ᅋయつ᱁ࢱࣉ
2(ᑠ⮻ṑཬࡧ⮻ṑ)㐺ྜࡋࡓࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
2(ᑠ⮻ṑཬࡧ⮻ṑ)㐺ྜࡋࡓࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
300ࠖࢆⓎ
300ࠖࢆⓎ
ࡋࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏᮦᩱࢆỈᾐₕࡋࡓᚋࡢ◳ࡉ╔Ⰽࡢࡋࡸࡍࡉࡘ࠸࡚ホ౯ࡋࡓ㸬
ࡋࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏᮦᩱࢆỈᾐₕࡋࡓᚋࡢ◳ࡉ╔Ⰽࡢࡋࡸࡍࡉࡘ࠸࡚ホ౯ࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ300ཬࡧ᪤Ꮡ〇ရࡋ࡚ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ270㸪
ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ300ཬࡧ᪤Ꮡ〇ရࡋ࡚ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ270㸪
ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ㸪
ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ㸪
〇ရA㸪
〇ရA㸪
Bࢆヨ㦂⏝ࡋࡓ㸬
Bࢆヨ㦂⏝ࡋࡓ㸬
1. 1.◳ࡉヨ㦂
◳ࡉヨ㦂
ヨ㦂∦ࡣࢲࣖࣔࣥࢻ࢝ࢵࢱ࣮࡛ษࡾฟࡋ㸪
ヨ㦂∦ࡣࢲࣖࣔࣥࢻ࢝ࢵࢱ࣮࡛ษࡾฟࡋ㸪
⪏Ỉ◊☻⣬#2000ࢆ⏝࠸࡚ཌࡉ1.0
⪏Ỉ◊☻⣬#2000ࢆ⏝࠸࡚ཌࡉ1.0
mm࡞ࡿࡼ࠺◊☻ࡋࡓ㸬
mm࡞ࡿࡼ࠺◊☻ࡋࡓ㸬
37ΥỈ୰ᾐₕ1᪥㸪7᪥ཬࡧ28᪥ᚋࡢヨ㦂∦ࡢࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ᗘࢆ
37ΥỈ୰ᾐₕ1᪥㸪7᪥ཬࡧ28᪥ᚋࡢヨ㦂∦ࡢࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ᗘࢆ ᐃࡋࡓ㸬ヨ㦂ࡣࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ᗘィ
ᐃࡋࡓ㸬ヨ㦂ࡣࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ᗘィ
(HMV-G,
(HMV-G,
SHIMADZU)ࢆ⏝࠸㸪0.2
SHIMADZU)ࢆ⏝࠸㸪0.2
NࡢⲴ㔜ࢆ༳ຍࡋࡓ㸬
NࡢⲴ㔜ࢆ༳ຍࡋࡓ㸬
2. 2.╔Ⰽヨ㦂
╔Ⰽヨ㦂
ヨ㦂∦ࡣࢲࣖࣔࣥࢻ࢝ࢵࢱ࣮࡛ษࡾฟࡋ㸪ཌࡉ1.0
ヨ㦂∦ࡣࢲࣖࣔࣥࢻ࢝ࢵࢱ࣮࡛ษࡾฟࡋ㸪ཌࡉ1.0
mm࡞ࡿࡼ࠺⪏Ỉ◊☻⣬ࢆ⏝࠸࡚◊☻ࡋ㸪㙾㠃
mm࡞ࡿࡼ࠺⪏Ỉ◊☻⣬ࢆ⏝࠸࡚◊☻ࡋ㸪㙾㠃
◊☻࡛ୖࡆࡓ㸬ヨ㦂∦ࢆ2%ࢥ࣮ࣄ࣮ᾮᾐₕࡋ7᪥ᚋࡢⰍᕪǼEࢆ
◊☻࡛ୖࡆࡓ㸬ヨ㦂∦ࢆ2%ࢥ࣮ࣄ࣮ᾮᾐₕࡋ7᪥ᚋࡢⰍᕪǼEࢆ ᐃࡋࡓ㸬
ᐃࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
Ϫ㸬⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
◳ࡉヨ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᅗ
◳ࡉヨ㦂ࡢ⤖ᯝࢆᅗ
1 ♧ࡍ㸬
1 ♧ࡍ㸬
ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
300
300
ࡣỈ୰ᾐₕ
ࡣỈ୰ᾐₕ
2828
᪥ᚋ࠾࠸࡚᭱ࡶ㧗࠸ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ᗘ
᪥ᚋ࠾࠸࡚᭱ࡶ㧗࠸ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ᗘ
ࢆ♧ࡋࡓ㸬
ࢆ♧ࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪╔Ⰽヨ㦂ࡢ⤖ᯝࡣࡑࢀࡒࢀࢭ
ࡲࡓ㸪╔Ⰽヨ㦂ࡢ⤖ᯝࡣࡑࢀࡒࢀࢭ
ࣛࢫ࣐࣮ࢺ
ࣛࢫ࣐࣮ࢺ300
300ࡀǼE=1.07,
ࡀǼE=1.07,ࢭࣛࢫ࣐
ࢭࣛࢫ࣐
࣮ࢺ
࣮ࢺ270
270ࡀǼE=1.13,
ࡀǼE=1.13,ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺࡀ
ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺࡀ
ǼE=2.20,
ǼE=2.20,〇ရ
〇ရ
AA
ࡀǼE=2.90,
ࡀǼE=2.90,〇ရ
〇ရ
BB
ࡀࡀǻE=3.10
ǻE=3.10࡛࠶ࡾ㸪ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
࡛࠶ࡾ㸪ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ300
300
ࡣ᭱ࡶ╔Ⰽࡋ࡞ࡗࡓ㸬
ࡣ᭱ࡶ╔Ⰽࡋ࡞ࡗࡓ㸬
ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ300
300ࡣᘢ♫ᚑ᮶ရ࡛࠶
ࡣᘢ♫ᚑ᮶ရ࡛࠶
ࡿࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ㸪ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
ࡿࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ㸪ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ270
270
ࡽࣔࣀ࣐࣮㓄ྜࡸࣇ࣮ࣛࡢࢩࣛࣥฎ
ࡽࣔࣀ࣐࣮㓄ྜࡸࣇ࣮ࣛࡢࢩࣛࣥฎ
⌮ࢆ᭱㐺ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪྾Ỉࡋ
⌮ࢆ᭱㐺ࡋࡓ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪྾Ỉࡋ
ࡃࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵỈ୰࡛ࡢຎࡀࡼࡾᢚ
ࡃࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵỈ୰࡛ࡢຎࡀࡼࡾᢚ
࠼ࡽࢀ㸪╔Ⰽࡶపࡃ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡿ㸬
࠼ࡽࢀ㸪╔Ⰽࡶపࡃ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡿ㸬
Ỉ୰࡛ຎࡋࡃ࠸ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
Ỉ୰࡛ຎࡋࡃ࠸ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ300
300
ࡣ㸪ࡼࡾ⪏ஂᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ⮻ṑ
ࡣ㸪ࡼࡾ⪏ஂᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ⮻ṑ
࠾࠸࡚⮫ᗋ᭷⏝࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿ㸬
࠾࠸࡚⮫ᗋ᭷⏝࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿ㸬
ᅗᅗ
1 1 ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ᗘ
ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ᗘ
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P-06

⩏ṑᗋ⏝ᮦᩱࡢ⏝ࢆ┠ⓗࡋࡓ࣏࢚࣮ࣜࢸ࢚࣮ࣝࢸࣝࢣࢺࣥᮦᩱࡢᇶ♏ⓗ᳨ウ
ࠐྜྷ㷂 ⪽㸪ῦ㔝 㝯㸪㜿㒊ᆂ⏠㸪ᑠぢᒣ㐨
᪥ᮏᏛᯇᡞṑᏛ㒊㢡ཱྀ⭍ᶵ⬟⒪Ꮫㅮᗙ
Fundamental study on polyetheretherketone materials for use in denture base materials
Yoshizaki S㸪Asano T㸪Abe K㸪Komiyama O
Department of Oral Function and Rehabilitation㸪Nihon University School of Dentistry at Matsudo

Ϩ㸬 ┠ⓗ
㏆ᖺ㸪᪂ࡓ࡞ṑ⛉⏝ᮦᩱࡋ࡚࣏࢚࣮ࣜࢸ࢚࣮ࣝࢸࣝࢣࢺࣥ㸦௨ୗPEEK㸧ࡀṑ⛉⒪⏝㧗
ᛶ⬟࣏࣐࣮ࣜࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬PEEKࡣඃࢀࡓᶵᲔⓗᙉᗘࢆᣢࡘ⇕ྍረᛶ࣏࣐࣮࡛ࣜ࠶
ࡾ1)㸪ࡲࡓCAD/CAMࡼࡿຠ⋡ⓗ࡞⿵⥛⨨ࡢ〇సࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪PEEKࢆ⩏ṑ
ᗋ⏝ࣞࢪࣥᮦᩱࡋ࡚⏝࠸ࡿሙྜ㸪ࡢࣞࢪࣥᮦᩱẚ࡚ඃࢀࡓ⩏ṑࢆ〇స࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿ㸬ࡼࡗ࡚ᮏ◊✲ࡣPEEK2✀ࡢ⩏ṑᗋ⏝ࣞࢪࣥࢆ⏝࠸࡚୕Ⅼ᭤ࡆヨ㦂ࢆ⾜࠸㸪PEEKࡢ
᭤ࡆ≉ᛶࡘ࠸࡚ホ౯ࡍࡿࡇ࡛⩏ṑᗋ⏝ᮦᩱࡢᛂ⏝ࡢྍ⬟ᛶࢆ᳨ウࡋࡓ㸬
ϩ㸬 ᪉ἲ
ᐇ㦂ᮦᩱࡣ PEEK ᶞ⬡ࡋ࡚ VESTKEEP ࢹࣥࢱࣝ㸦VK㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࢡࣜࣝ⣔ᶞ⬡ࡋ
࡚ຍ⇕㔜ྜᆺࣞࢪ࣮ࣥࣂࣥ㸦UR㸧㸪ὀධ᪉ᆺከ┠ⓗࣞࢪࣥࣉࣟ࢟ࣕࢫࢺ DSP㸦PC㸧ࢆ⏝࠸
ࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢヨ㦂యࡣ࣓࣮࣮࢝ᣦ♧ᚑ࠸〇సࡋࡓ㸬୕Ⅼ᭤ࡆヨ㦂యᑍἲࡣ㸪ISO20795-1
‽ࡌ࡚㛗ࡉ 64 ੈ㸪ᖜ 10 ੈࡋ㸪ཌࡉࡣ 3.3 mm㸪2.0 mm㸪1.0 mm ࡢ 3 ✀㢮ࡋࡓ㸬ヨ㦂య
ࡣ 3 ✀㢮ࡢᮦᩱ࡚ 3 ✀㢮ࡢཌࡉ࡛ྛ 10 ヨ㦂యࢆ〇సࡋࡓ㸬ヨ㦂యࡢ◊☻ࡣ㸪ὶỈୗ࡚㸡
1200 ࡢ SiC ⪏Ỉ◊☻⣬࡛⾜࠸㸪ヨ㦂๓ 37 Υ࡚ 50 㛫㸪␃Ỉ୰ᾐₕࡋࡓ㸬
୕Ⅼ᭤ࡆヨ㦂ࡣ⢭ᐦ⬟ヨ㦂ᶵ㸦AG-100㹩NG X/R㸪ᓥὠ㸪᪥ᮏ㸪ᮾி㸧ࢆ⏝ࡋ㸪᮲௳
ࡣ ISO20795-1 ‽ࡌ࡚㸪ᨭⅬ㛫㊥㞳 50 ੈ㸪ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ 5 ੈ/ศࡋࡓ㸬୕Ⅼ᭤ࡆ
ヨ㦂ࡼࡾ᭤ࡆᙉࡉ㸪᭤ࡆᙎᛶ⋡㸪࠾ࡼࡧᙎᛶ㝈ࡢ┠Ᏻࡋ࡚ 0.05 %ረᛶኚᙧࡢᛂຊ㸦0.05 %
⪏ຊ㸧ࢆồࡵࡓ㸬◚ᢡࡋࡓヨ㦂య࠾࠸࡚ࡣ◚ᢡⅬ࡛ࡢⲴ㔜㔞࡛ࡢ᭤ࡆᙉࡉ㸪᭤ࡆᙎᛶ⋡࠾
ࡼࡧ 0.05 %⪏ຊࢆ ᐃࡋࡓ㸬◚ᢡࡋ࡞ࡗࡓヨ㦂య࠾࠸࡚ࡣ᭱Ⲵ㔜㔞࡛ࡢ᭤ࡆᙉࡉ㸪᭤
ࡆᙎᛶ⋡࠾ࡼࡧ 0.05 %⪏ຊࢆ ᐃࡋࡓ㸬ྛヨ㦂యࡢ⤫ィศᯒࡣ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒࢆ⾜࠸㸪ከ
㔜ẚ㍑ศᯒࡣ Tukey ἲࢆ⏝࠸࡚᭷ពỈ‽ࡣ 5%࡚⾜ࡗࡓ㸬
Ϫ㸬 ⤖ᯝ⪃ᐹ
᭤ࡆᙉࡉࡣཌࡉ3.3 mmࡢヨ㦂య࠾࠸࡚VK㸪UR㸪࠾ࡼࡧPC࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ240㸪115㸪࠾
ࡼࡧ123 N/mm2࡛࠶ࡾ㸪ྠᵝཌࡉ2.0 mm࡛ࡣ214㸪111㸪࠾ࡼࡧ121 N/mm2࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪
ཌࡉ1.0 mm࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ193㸪98㸪࠾ࡼࡧ110 N/mm2࡛࠶ࡗࡓ㸬ཌࡳࡀⷧࡃ࡞ࡿࡘࢀ࡚ྛᮦ
ᩱࡢ᭤ࡆᙉࡉࡣపୗࡍࡿഴྥ࠶ࡾ㸪ྛཌࡉ࡛VKࡣUR㸪PCẚ㍑ࡋ࡚᭷ពࡁ࡞್ࢆ♧
ࡋࡓ(P<0.05)㸬᭤ࡆᙎᛶ⋡ࡣཌࡉ3.3 mmࡢヨ㦂య࠾࠸࡚VK㸪UR㸪࠾ࡼࡧPC࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ
4509㸪3575㸪࠾ࡼࡧ3621N/mm2࡛࠶ࡾ㸪ྠᵝཌࡉ2.0 mm࡛ࡣ5345㸪3798㸪࠾ࡼࡧ4086 N/mm2
࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ཌࡉ1.0 mm࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ6833㸪4885㸪࠾ࡼࡧ4639 N/mm2࡛࠶ࡗࡓ㸬ཌࡉࡀ
ⷧࡃ࡞ࡿࡘࢀ࡚ྛᮦᩱࡢ᭤ࡆᙎᛶ⋡ࡣቑຍࡍࡿഴྥ࠶ࡾ㸪ྛཌࡉ࡛VKࡣUR㸪PCẚ㍑
ࡋ࡚᭷ពࡁ࡞್ࢆ♧ࡋࡓ(P<0.05)㸬0.05 %⪏ຊ㸦N㸧ࡣཌࡉ3.3 mmࡢヨ㦂య࠾࠸࡚VK㸪
UR㸪࠾ࡼࡧPC࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀ227㸪113㸪࠾ࡼࡧ134 N࡛࠶ࡾ㸪ྠᵝཌࡉ2.0 mm࡛ࡣ85㸪40㸪
࠾ࡼࡧ49 N࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪ཌࡉ1.0 mm࡛ࡣࡑࢀࡒࢀ21㸪6㸪࠾ࡼࡧ9 N࡛࠶ࡗࡓ㸬ཌࡉࡀⷧ
ࡃ࡞ࡿࡘࢀ࡚ྛᮦᩱࡢ0.05 %⪏ຊࡣపୗࡍࡿഴྥ࠶ࡾ㸪VKࡣཌࡉ3.3mm㸪2.0mm࡛UR㸪
PCẚ㍑ࡋ࡚᭷ពࡁ࡞್ࢆ♧ࡋࡓࡀ(P<0.05)㸪ཌࡉ1.0 mm࡛ࡣUR㸪PCẚ㍑ࡋ࡚᭷ពᕪ
ࢆㄆࡵ࡞ࡗࡓ㸬
ヨ㦂୰URཬࡧPCࡣ࡚ࡢヨ㦂య࡚◚ᢡࡋࡓࡀVK࡛ࡣ◚ᢡࡋ࡞ࡗࡓ㸬
௨ୖࡼࡾ㸪PEEKࡣࢡࣜࣝ⣔⩏ṑᗋ⏝ࣞࢪࣥẚ㍑ࡋ㧗࠸ᶵᲔⓗᙉᗘࢆᣢࡕ㸪ཌࡉࢆⷧࡃ
ࡋ࡚ࡶ◚ᢡࢆ㉳ࡇࡋࡃ࠸ᮦᩱ࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
ཧ⪃ᩥ⊩
1) Kurtz SM. PEEK Biomaterials Handbook. 1st ed.: Elsevier Science; 2011.
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Tm3+࣭Er3+ඹῧຍࢪࣝࢥࢽࡢ⺯ගᛶ࣭≀ᛶホ౯
ۑᒸᮧ┿ᘺ1㸪す⏣ᑦᩗ2㸪୰㔝ⰾ㑻1㸪ⱝᯘ୍㐨1㸪୰ᮧ㝯ᚿ1㸪㛵㔝 ᚭ2㸪▮㇂༤ᩥ1
1
㜰ᏛṑᏛ㒊㢡ཱྀ⭍Ꮫᶵ⬟ᘓᏛㅮᗙࢡࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ⿵⥛Ꮫศ㔝
2
㜰Ꮫ⏘ᴗ⛉Ꮫ◊✲ᡤඛ➃ࣁ࣮ࢻᮦᩱ◊✲ศ㔝
Fluorescence and physical properties of Tm3+/Er3+ co-doped dental zirconia
Okamura S1, Nishida H2, Nakano Y1, Wakabayashi K1, Nakamura T1, Sekino T2, Yatani H1
1
Department of Fixed Prosthodontics, Osaka University Graduate School of Dentistry
2
Department of Advanced Hard Materials, The Institute of Science and Industrial Research, Osaka
University

Intensity (a.u.)

Ϩ㸬┠ⓗ
ኳ↛ṑࡣ㟷ⓑⰍࡢ⺯ගᛶࢆ᭷ࡋ㸪ṑෙⰍࡢࣞࢪࣥࡸ࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡣṑ㏆ఝࡋࡓⰍㄪ
ࡢ⺯ගᛶࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢁࡀ㸪ᕷ㈍ࡢṑ⛉⏝ࢪࣝࢥࢽ⺯ගᛶࡣࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪
ࢪࣝࢥࢽࡢ⺯ගᛶ㛵ࡍࡿሗ࿌ࡶࢇぢࡽࢀ࡞࠸㸬ᡃࠎࡣࢵࢺࣜᏳᐃࢪࣝࢥࢽ
ᕼᅵ㢮࡛࠶ࡿࢶ࣒ࣜ࢘㸦Tm㸧ࢆῧຍࡋࡓヨసࢪࣝࢥࢽࡀ㸪⣸እ⥺↷ᑕࡼࡾࣆ࣮ࢡἼ㛗 460 nm
ࡢ㟷Ⰽࡢ⺯ගࢆ♧ࡋ㸪ṑ⛉⏝㧗㏱ගᛶࢪࣝࢥࢽ⢊ᮎࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛㸪ࡼࡾ⺯ගᙉᗘࡀୖ᪼ࡍࡿ
ࡇࢆሗ࿌ࡋࡓ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ᚓࡽࢀࡓ⺯ගࡣኳ↛ṑࡢⰍㄪࡣᑡࡋ␗࡞ࡾ㸪ࡉࡽ࡞ࡿᨵⰋࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣ㸪ṑ⛉⏝㧗㏱ගᛶࢪࣝࢥࢽ⢊ᮎ㓟ࢶ࣒ࣜ࢘㓟࢚ࣝࣅ࢘
࣒ࢆඹῧຍࡍࡿࡇࡼࡾ㸪ኳ↛ṑࡢ⺯ගࡢⰍㄪ㏆࡙ࡅࡓヨᩱࢆస〇ࡋ㸪ࡑࡢ⺯ගᛶ࠾ࡼࡧ≀
ᛶࢆホ౯ࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᕷ㈍ࡢṑ⛉⏝㧗㏱ගᛶࢪࣝࢥࢽ⢊ᮎ(Zpex: ᮾࢯ࣮)㓟ࢶ࣒ࣜ࢘㸦Tm2O3㸧⢊ᮎ㓟࢚ࣝ
ࣅ࣒࢘㸦Er2O3㸧⢊ᮎࢆ 0.8:0, 0.8:0.1, 0.8:0.2, 0.8:0.3, 0.8:0.4, 0.8:0.5, 0.8:0.6, 0.8:0.7,
0.8:0.8, 0:0.8 (wt%)ࡢྜ࡛ΰࡋ㸪‵ᘧ࣭ᘧ࣮࣑࡛࣎ࣝࣝྛ 24 㛫ΰྜ㸪⢊○ࡋࡓ㸬ࡇࢀ
ࢆ࣌ࣞࢵࢺ≧ࡢᡂᙧయຍᕤࡋ㸪෭㛫➼᪉ᅽຍᅽἲ(CIP)࡚ 200 MPa ࡛ 5 ศ㛫ຍᅽࡋࡓࡢࡕ㸪
1500 Υ㸪2 㛫↝⤖ࡋ࡚ヨᩱࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ୗ㢡➨୕⮻ṑࢆṑෙ㒊࡚ᯈ≧ษ᩿ࡋࡓࡶࡢࢆ
ኳ↛ṑヨᩱࡋࡓ㸬ศග⺯ගගᗘィ㸦FP-6500: ᪥ᮏศග㸧ࢆ⏝࠸࡚ྛヨᩱἼ㛗 365 nm ࡢ⣸እ
⥺ࢆ↷ᑕࡋ࡚⺯ගࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢ ᐃࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢⰍㄪࢆⰍᗘᅗୖ࡛ホ౯ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ศග Ⰽィ
㸦CM-2600d: ࢥࢽ࣑࢝ࣀࣝࢱ㸧ࢆ⏝࠸࡚ྛヨᩱࡢ㏱ගᛶࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬XRD ࢆ⏝࠸࡚
⤖ᬗᵓ㐀ࡢゎᯒࢆ⾜࠸㸪SEM ほᐹࢆ⾜ࡗࡓ.ࡉࡽ㸪ྛヨᩱࡢࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ᗘ࠾ࡼࡧ㸪◚ቯ㠌ᛶ್
ࢆ⟬ฟࡋࡓ㸬ኳ↛ṑ㏆࠸⺯ගࢆ♧ࡋࡓヨᩱࢆ㑅ᢥࡋ㸪Წ≧ࡢヨᩱࢆస〇ࡋ࡚ 3 Ⅼ᭤ࡆヨ㦂㸦ISO
6872㸧ࢆ⾜ࡗࡓ㸬
250
: 0.8 Tm
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
: 0.8 Tm 0.2 Er
Tm2O3㸪Er2O3 ࡢࡳࢆῧຍࡋࡓヨᩱࡣ㸪365nm ࡢ⣸እ
200
: 0.8 Tm 0.4 Er
⥺ᑐࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀ⣙ 460 nm ࡢࣆ࣮ࢡࢆࡶࡘ㟷Ⰽࡢ
150
: 0.8 Tm 0.6 Er
⺯ගᛶ㸪⣙ 546, 562 nm ࡢࣆ࣮ࢡࢆࡶࡘ⥳Ⰽࡢ⺯
: 0.8 Tm 0.8 Er
100
ගࢆ♧ࡋ, ୧⪅ࢆඹῧຍࡋࡓヨᩱࡣ୧᪉ࡢࣆ࣮ࢡࢆ
: 0.8 Er
ࡶࡘ୰㛫Ⰽࡢ㟷ⓑⰍࡢ⺯ගࢆ♧ࡋࡓ㸬ῧຍྜࢆኚ
50
ࡉࡏࡿࡇࡼࡾኳ↛ṑࡢ⺯ගⰍㄪ㏆࡙ࡅࡿࡇ
0
ࡀ࡛ࡁࡓ㸬Tm2O3 ࡢῧຍ㔞ࡀ୍ᐃ࡛ࡶ㸪Er2O3 ࡢῧຍ
400 450 500 550 600 650 700
㔞ࡀቑຍࡍࡿ Tm2O3 ᅛ᭷(ࣆ࣮ࢡἼ㛗 460 nm)ࡢ⺯
(nm)
ගᙉᗘࡣపୗࡋࡓ(ᅗ)㸬ῧຍ㔞ࡀኚࡋ࡚ࡶ㸪㏱ග
ᅗ Fluorescence spectra of specimens
ᛶࣃ࣓࣮ࣛࢱ࣮㸪XRD㸪SEM ࡣࡁ࡞ኚࡣㄆࡵࡽ
ࢀࡎ㸪ࣅࢵ࣮࢝ࢫ◳ᗘࡸ᭤ࡆᙉᗘ᭷ព࡞పୗࢆㄆࡵ࡞ࡗࡓ㸬Tm2O3  Er2O3 ࢆඹῧຍࡋࡓヨᩱ
࡛ࡣ㸪ࡑࢀࡒࢀࡢඖ⣲ࡢᅛ᭷ࡢࣆ࣮ࢡἼ㛗ࢆࡶࡘ⺯ගࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀ㸪ࡑࡢ⺯ගᙉᗘࡣ༢⊂࡛ῧ
ຍࡋࡓࡶࡢࡼࡾࡶపࡃ࡞ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡣ㸪ඹῧຍࡼࡾཎᏊ㛫࡛ࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮㑄⛣ࡀ⏕ࡌࡓࡓࡵ
⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡲࡓ㸪Tm2O3 ࡢࡳࢆῧຍࡋࡓヨᩱࡼࡾࡶ㸪Tm2O3  Er2O3 ࢆඹῧຍࡋࡓヨᩱࡢ᪉ࡀ⫗║
ⓗ᫂ࡿ࠸㟷ⓑⰍࡢ⺯ගࢆ♧ࡋࡓ㸬
ᮏ◊✲ࡼࡾ㸪ṑ⛉⏝㧗㏱ගᛶࢪࣝࢥࢽ⢊ᮎ㓟ࢶ࣒ࣜ࢘㓟࢚ࣝࣅ࣒࢘ࢆ㐺ษ࡞ྜ
࡛ඹῧຍࡍࡿࡇ࡛㸪≀ᛶࡁ࠸ᙳ㡪ࢆ࠼ࡎṑ㉁㏆࠸Ⰽㄪࡢ⺯ගࢆ♧ࡍࡇࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬
ᚋࡣ㸪ࡼࡾኳ↛ṑ㏆࠸⺯ගࡀⓎ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪᮲௳ࡢ᭱㐺ࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬
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ேᕤ▱⬟ࢆ⏝࠸ࡓ࢚ࣆࢸ࣮ࢮ⏝㢦ᩱࡢ㓄ྜẚࡢỴᐃ
ۑ㕥ᮌ㥴㍜ 1㸪ᮧᒣ
1

㛗 1㸪ᓟ

⿱୍ 1 㸪Ụཱྀ ㏱ 2

ᗈᓥᏛ་ṑ⸆ಖᏛ◊✲⛉, 2 ᗈᓥᏛᕤᏛ◊✲⛉

AI-based Determination of Blending Ratio of Colors for Epitheses
Suzuki S1㸪Murayama T1㸪Mine Y1 , Eguchi T2
Hiroshima University, Graduate School of Biomedical & Health Sciences
Hiroshima University, Graduate School of Engineering

1

2

Ϩ㸬┠ⓗ
እയࡸᡭ⾡㸪ወᙧ࡞࡛ேయࡢ୍㒊ࡀḞᦆࡋ࡚࠸ࡿሙྜ㸪ࡑࢀࢆᙧែⓗ࣭ᑂ⨾ⓗಟࡍࡿ᪉ἲࡢ୍ࡘࡋ
࡚࢚ࣆࢸ࣮ࢮࡸேᕤ࣎ࢹࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪㏻ᖖ㸪ࢩࣜࢥ࣮ࣥᶞ⬡ࢆ⏝࠸࡚ᡭసᴗ࡛〇సࡉࢀࡿࡀ㸪〇సࡣ
⇍⦎ࢆせࡋ㸪ࡲࡓ〇స㛫ࡀ㛗ࡃࡾ㸪〇స㈝⏝ࡀ㧗ࡃࡘࡃ㸪࠸ࡗࡓၥ㢟ࡀ࠶ࡿ㸬ࡇࡢ〇ససᴗࢆຠ⋡
ࡍࡿࡓࡵ㸪㸱D ࢫ࢟ࣕࢼ㸪㸱D ࣉࣜࣥࢱ㸪㸱D ࢯࣇࢺࡢ⏝ࡀヨࡳࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡇࢀࡼࡾຠ⋡࡛ࡁࡿࡢࡣ
࢚ࣆࢸ࣮ࢮ࣭ேᕤ࣎ࢹࡢᙧࡢタィ࣭〇స࡛࠶ࡿ㸬࢚ࣆࢸ࣮ࢮ࣭ேᕤ࣎ࢹࢆࣜࣝぢࡏࡿࡓࡵ㔜せ࡞Ⰽ
ࡅࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢຠ⋡ࢆ┠ᣦࡍ◊✲࡛ࡶ㸪ᡭసᴗࡼࡗ࡚࠸ࡿ㸬ᮏ◊✲ࡣࡇࡢⰍࡅసᴗࡢຠ⋡ࢆ┠ⓗ
ࡍࡿ㸬Ⰽࡅసᴗࡣ㸪ࢩࣜࢥ࣮ࣥᶞ⬡㢦ᩱࢆΰࡐࡿෆ㒊╔Ⰽ㸪ࢩࣜࢥ࣮ࣥᶞ⬡◳ᚋ⾲㠃Ⰽࡅࡍ
ࡿእ㒊╔Ⰽศࡅࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸬ෆ㒊╔Ⰽ࡛ࡣ㸪ᝈ⪅ࡢ⫙Ⰽࢆ⌧࡛ࡁࡿࡼ࠺㸪㢦ᩱࢆ㐺ษ࡞㓄ྜẚ࡛ࢩ
ࣜࢥ࣮ࣥᶞ⬡ΰࡐࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢ㓄ྜẚࡢỴᐃࡣ⤒㦂ࢆせࡍࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࡇࡢ㢦ᩱࡢ㓄ྜẚࡢ
Ỵᐃ㸪ேᕤ▱⬟ࢆ⏝࠸ࡿ᪉ἲࢆᥦࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ࡲࡎ㸪་⒪⏝ࢩࣜࢥ࣮ࣥ(A-2186, FactorϩInc.)㢦ᩱ(Functional Intrinsicϩ,FactorϩInc.)ࡢ
Monastral Red(㉥)㸪Yellow(㯤)㸪Blue(㟷)㸪White(ⓑ)ࢆ⏝࠸࡚㸪㢦ᩱࡢ㓄ྜẚࢆኚ࠼ࡓ」ᩘࡢⰍぢᮏࢆసᡂ
ࡋࡓ㸬ḟ㸪ศගⰍᕪィ(NF333,᪥ᮏ㟁Ⰽ)ࢆ⏝࠸࡚㸪ྛⰍぢᮏࡢⰍࢆ ᐃࡋ㸪ࡑࢀࢆ L*a*b*⾲Ⰽ⣔࡛ᩘ್ࡋ
ࡓ㸬ேᕤ▱⬟ᵓ⠏⏝ࢯࣇࢺ࢚࢘ࣛࣈ࡛ࣛࣜ࠶ࡿ keras  TensorFlow ࢆ⏝࠸࡚㔜ᅇᖐศᯒ⏝ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᵓ⠏ࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸࡚㸪Ⰽぢᮏࡢ㢦ᩱࡢ㉥㸪㯤㸪㟷㸪ⓑࡢ㓄ྜẚ L*㸪a*㸪b*ࡢ㛵ಀࢆᏛ⩦ࡉ
ࡏࡓ㸬ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡛ࡣ㸪ධຊᒙࡣ L*㸪a*㸪b*ࢆධຊࡍࡿ㸱ࣀ࣮ࢻ㸪ฟຊᒙࡣ㉥㸪㯤㸪㟷㸪ⓑࡢ㓄
ྜẚࢆฟຊࡍࡿ㸲ࣀ࣮ࢻࡋ㸪㞃ࢀᒙࡣ㸰ᒙࡋࡓ㸬ḟ㸪⿕㦂⪅ࡢ⫙ⰍࢆศගⰍᕪィ࡛ ᐃࡋ㸪ᚓࡽࢀࡓ L*㸪
a*㸪b*ࡢ್ࢆᏛ⩦῭ࡳࡢࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡධຊࡋ㸪⿕㦂⪅ࡢ⫙Ⰽࢆ⌧ࡍࡿࡓࡵࡢ㢦ᩱࡢ㓄ྜẚࢆฟ
ຊࡉࡏࡓ㸬ࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ㓄ྜẚ࡛ࢩࣜࢥ࣮ࣥᶞ⬡ࡢෆ㒊╔Ⰽࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡇࡢ╔Ⰽࡋࡓࢩࣜࢥ࣮ࣥᶞ⬡⿕㦂⪅
ࡢ⫙ࡢⰍᕪࢆồࡵࡿࡇࡼࡾ㸪ᮏᡭἲࡢ᭷ຠᛶࢆ᳨ドࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᮏᡭἲࡢẚ㍑ࡢࡓࡵ㸪⿕㦂⪅ࡢ L*㸪a*㸪
b*ࡢ್᭱ࡶ㏆࠸(ࡘࡲࡾ㸪Ⰽᕪࡀ᭱ᑠࡢ)Ⰽぢᮏࢆồࡵࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆసᡂࡋ㸪ࡑࡢⰍぢᮏ⿕㦂⪅ࡢ⫙ࡢⰍ
ᕪࡶồࡵࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡾ⟬ฟࡋࡓ㓄ྜẚࢆࡶෆ㒊╔Ⰽࡋࡓࢩࣜࢥ࣮ࣥᶞ⬡㸪⿕㦂⪅ࡢ⫙ࡢⰍ
ᕪࡣᖹᆒ࡛ 7.16 ࡞ࡗࡓ㸬ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡾ⟬ฟࡋࡓ㓄ྜẚࢆࡶෆ㒊╔Ⰽࡋࡓࢩࣜࢥ࣮ࣥ
ᶞ⬡ࡣ⿕㦂⪅ࡢ⫙Ⰽ㏆ࡃ㸪ࢽ࣮ࣗࣛࣝࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡼࡿ㓄ྜẚࡢỴᐃࡣ᭷ຠ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬
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P-09

⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔࠾ࡅࡿࢭ࣑ࣛࢵࢡಟࡢ⌧≧
ࡿ᥎⛣㸦2013-2016㸧

➨4ሗ

㐣ཤ 4 ᖺ㛫࠾ࡅ

ۑᮾ୍㑻1㸪ᫍ ᠇ᖾ1㸪⇃ᆏ▱ᑵ1㸪Ⲩభ㍜1, ᕝす⠊⦾1㸪୕Ꮿ 㤶2㸪ᶫ ᱇2㸪ྂᕝ㎮அ3㸪
ୖ⤮⌮㤶3㸪Ύᐑ୍⚽3㸪⎼ᬛኴ㑻2㸪ᮌᮏඞᙪ1
⚄ዉᕝṑ⛉ᏛᏛ㝔ṑᏛ◊✲⛉ 1ཱྀ⭍⤫ྜ་⒪Ꮫㅮᗙ⿵⥛࣭ࣥࣉࣛࣥࢺᏛ, 2ཱྀ⭍⛉Ꮫㅮᗙ
ࢡࣜࢽ࣭࢝ࣝࣂ࣐࢜ࢸࣜࣝ㸪3⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔ᢏᕤ⛉
Changes and current status of ceramic restorations at Kanagawa Dental University Hospital Part 4.

Changes in the past four years.(2013-2016)

Higashi T1,Hoshi N1, Kumasaka T1,Arai Y1,Kawanishi N1,Miyake K2,Ohashi K2, Furukawa T3, Inoue
E3, Seimiya K3, Nihei T2,Kimoto K1
1
Department of Oral Interdisciplinary Medicine Prosthodontics & Oral Implantology Graduate School
of dentistry Kanagawa Dental University
2
Division of Clinical Biomaterials, Department of Oral Science, Graduate School of Dentistry,
Kanagawa Dental University
3
Department of Dental Laboratory㸪Kanagawa Dental University Hospital
Ϩ㸬┠ⓗ
㏆ᖺ㸪ᚑ᮶ࡢṑෙ⿵⥛⨨ࡢ〇సἲ࡛ὶ࡛࠶ࡗࡓ㗪㐀ἲࡽ㸪CAD/CAM ࡼࡿ〇సࡢ
ྜࡀቑຍࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀࡣ㸪ᚑ᮶ࡢ㗪㐀ἲࡼࡾㄗᕪࡀ⏕ࡌࡃࡃ㸪୍ᗘࢹ࣮ࢱࡍࢀ
ࡤ㛗ᮇಖᏑࡀྍ⬟࡛㧗⢭ᗘ࡞」〇≀ࡀᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁ㸪ࡉࡽཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸ࢀ
ࡤ༶᪥⒪ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡞ࡢⅬࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔࠾࠸࡚ࡶ
CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⎔ቃࢆᩚ࠼ࡓຠᯝࡶ࠶ࡾ㸪ࡑࡢ௦⾲ࡋ࡚ࢭ࣑ࣛࢵࢡ➼ࢆ⏝࠸ࡓṑෙ
ಟࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢഴྥࢆㄪᰝࡋ㸪H26 ᖺᗘࡽ H28 ᖺᗘࡅ࡚ᮏᏛ࡛ሗ࿌ࡋࡓ㸬
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᮏᏛ㝃ᒓ㝔࠾ࡅࡿࢭ࣑ࣛࢵࢡಟ⒪ࡢ᥎⛣㸪ࡑࡢ✀㢮⒪
ἲࡘ࠸࡚ᘬࡁ⥆ࡁㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
H25ᖺᗘ㹼H28ᖺᗘࡢ⣙4ᖺ㛫࡛ࡢ⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔࠾ࡅࡿࢭ࣑ࣛࢵࢡಟࡢෆヂ
ࢆㄪᰝࡋࡓ㸬
ࡲࡎ㸪ࡣࡌࡵࢭ࣑ࣛࢵࢡࡼࡿ⿵⥛⨨ࢭ࣑ࣛࢵࢡ௨እࡢ⿵⥛⨨ࡢ༨ࡵࡿྜࢆㄪ
ࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪CAD/CAMࢩࢫࢸ࣒ࢆᛂ⏝ࡋ࡚〇సࡋࡓࡶࡢᚑ᮶ࡢ〇సἲࡢྜࢆㄪࡓ㸬ࡉ
ࡽගᏛ༳㇟㸦ᅇࡣ௨๓ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࡓࡵࢭࣞࢵࢡ㝈ᐃࡋࡓ㸧ࢆ⏝࠸࡚〇సࡋࡓࡶ
ࡢࡢྜ㸪ࡑࡢ୰࡛ࡶཱྀ⭍ෆගᏛ༳㇟ࢆ⏝࠸࡚༶᪥⒪ࢆ⾜ࡗࡓ⒪ࡢྜࢆồࡵ㸪ᮏᏛ
࠾ࡅࡿࢭ࣑ࣛࢵࢡṑෙಟࡢ㏆ᖺࡢഴྥࡘ࠸࡚ẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
H25 ᖺᗘ࠾ࡅࡿࢭ࣑ࣛࢵࢡࢆ⏝࠸ࡓ⿵⥛⨨ࡢྜ 40.0㸣࡛࠶ࡗࡓࡢᑐࡋ㸪H26 ᖺᗘ
࡛ࡣ 43.8㸣㸪H27 ᖺᗘ࡛ࡣ 55.1㸣㸪H28 ᖺᗘ࡛ࡣ 72.6㸣࡞ࡾ㸪๓ᖺࡼࡾ༨ࡵࡿྜࡀቑຍ
ഴྥࢆ♧ࡋࡓ㸬ࡑࡢෆ㸪CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ⿵⥛⨨ࡢྜࡣ H25 ᖺᗘ࡛ 69.6㸣㸪
H26 ᖺᗘ࡛ 62.8㸣㸪H27 ᖺᗘ࡛ 52.8㸣㸪H28 ᖺᗘ࡛ࡣ 47.9㸣࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪CAD/CAM ࢩ
ࢫࢸ࣒࡛〇సࡋࡓ⿵⥛⨨ࡢ࠺ࡕගᏛ༳㇟ࡣ㸪H25 ᖺᗘ࡛ 46.1㸣㸪H26 ᖺᗘ࡛ 46.8㸣㸪H27
ᖺᗘ࡛ 27.1㸣㸪H28 ᖺᗘࡣ 8.4㸣ῶᑡഴྥࢆ♧ࡋ㸪ཱྀ⭍ෆගᏛ༳㇟ࢆ⏝࠸ࡓ༶᪥⒪ࡢྜ
ࡣྠᵝῶᑡࡋ࡚࠸ࡓࡀ㸪H28 ᖺᗘ࡛ࡣ 28.3㸣࡞ࡾ๓ᖺࡼࡾࡶቑຍࡋࡓ㸬
ࢭ࣑ࣛࢵࢡಟࡢྜࡣቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡀ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⏝ࡣῶᑡഴྥࢆ♧ࡋࡓ㸬
ࡑࡢ࡞⌮⏤ࡋ࡚㸪ࢣ㓟ࣜࢳ࣒࢘⣔ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫࡼࡿຍᅽᡂᙧἲࡀᮏᏛ㝔࡛ከ
ࡃࡢሙྜ㸪➨୍㑅ᢥ࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࢪࣝࢥࢽࡢᬑཬࡶᚋࡣ CAD/CAM ࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢ⏝ࡀ┈ࠎቑຍࡍࡿணࡉࢀࡿࡀ㸪ᮍࡔࢪࣝࢥࢽࡸ CAD/CAM ࡘ࠸࡚ࡢㄆ▱
ࡀప࠸ᛮࢃࢀࡿ㸬ᮏᏛ㝃ᒓ㝔࡛ࡶ᪂ࡓ࡞ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡋ࡚ࢺࣜ࢜ࢫࢆᑟධࡋ࡚࠾
ࡾ㸪ᚋࡣࡇࡢࡼ࠺࡞᪂ࡓ࡞ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸪3D ࣉࣜࣥࢱ࣮ࡢᬑཬ㸪࣮࢜ࣝࢪࣝࢥࢽ
ࡢᛂ⏝ἲࡼࡾᛴ㏿ࢹࢪࢱࣝࡀ㐍ࡴࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
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P-10

ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡼࡿࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࡢည⪖ࡢほᐹ
⚟ۑᚨᬡᏹ㸪⏣㑓᠇ᫀ㸪㨣ཎⱥ㐨㸪㧗ᶫᩄᖾ㸪㧗⸨ᜤᏊ㸪㏆⸨ᑦ▱
ᒾᡭ་⛉ᏛṑᏛ㒊⿵⥛࣭ࣥࣉࣛࣥࢺᏛㅮᗙ
Observations of the wear on implant super structures using an intra-oral scanner
Fukutoku A, Tanabe N , Kihara H, Takahashi T, Takafuji K, Kondo H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School of Dentistry, Iwate Medical
University
Ϩ㸬⥴ゝ
ཱྀ⭍ࣥࣉࣛࣥࢺ⒪ࡣ,㧗࠸ᡂຌ⋡ࢆᮇᚅ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪⮫ᗋୖከࡃ
ㄆࡵࡽࢀࡿࡢࡀ㸪ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࡢည⪖ࡸ◚ᦆ࡛࠶ࡿ㸬ࡇࡢ࡞ཎᅉࡋ࡚ࣈࣛ࢟ࢩࢬ
࣒࡞ࡢᙉ࠸ညྜຊࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛㸪ࣈࣛ࢟ࢩࢬ࣒ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࡢည⪖
ࡢ㛵㐃ࡘ࠸࡚ࡢሗ࿌ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ညྜ㠃ࡢ⤒ⓗ࡞ᙧែኚࡘ࠸࡚ࡣ᫂ࡽࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬
㏆ᖺ㸪ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࡢᮦᩱࡋ࡚ᚑ᮶ࡢࢭ࣑ࣛࢵࢡࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࣔࣀࣜࢩࢵࢡࢪࣝ
ࢥࢽࡀᛴ㏿⮫ᗋᛂ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࣔࣀࣜࢩࢵࢡࢪࣝࢥࢽࡣ㸪ඃࢀࡓᶵᲔⓗ≉ᛶࢆ᭷ࡋ࡚
࠸ࡿ୍᪉࡛㸪ᑐྜṑࡢ㐣ᗘ࡞ည⪖ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡶゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲
࠾࠸࡚ࡣ㸪ṑ⛉⏝ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸࡚ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ᑐྜṑ⏕ࡌࡿည⪖㔞
ࢆṇ☜ィ ࡋ㸪ࣔࣀࣜࢩࢵࢡࢪࣝࢥࢽࡀࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࡋ࡚Ᏻ⏝࡛ࡁࡿ
ࢆ᳨ドࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᮏᏛཱྀ⭍ࣥࣉࣛࣥࢺ⛉࠾࠸࡚㸪ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࡋ࡚ࣔࣀࣜࢩࢵࢡࢪࣝࢥࢽ〇
ࢡࣛ࢘ࣥ㸦௨ୗZr㸪16ྡ㸧㸪ࡲࡓࡣࣁࣈࣜࢵࢻࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࣞࢪࣥ〇ࢡࣛ࢘ࣥ㸦௨ୗHC㸪14
ྡ㸧ࢆᝈ⪅30ྡᑐࡋ࡚╔ࡋࡓ㸬 ᐃᑐ㇟ṑࡣ➨୍⮻ṑࡋ㸪ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࢆ
╔ࡋࡓ࠾ࡼࡧ3᭶⤒㐣ࡋࡓṑ⛉⏝ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦3M true definition scanner, 3M,
St. Paul, MN, USA㸧࡛ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀࠾ࡼࡧࡑࡢᑐྜṑࢆᙳࡋࡓ㸬ᙳࡣගࡢ
ᑕࢆ㜵ࡄࡓࡵ㸪㓟ࢳࢱࣥࡢࣃ࢘ࢲ࣮ࢆ୍ᒙᄇ㟝ࡋࡓ㸬ྍཬⓗࢹ࣮ࢱࡢㄗᕪࢆᑡ࡞ࡃࡍ
ࡿࡓࡵ㸪ᙳ⠊ᅖࡣ ᐃᑐ㇟ࡢ➨୍⮻ṑ୧㞄ᅾṑࡢညྜ㠃࠾ࡼࡧ㢋⯉ഃࡢ᭱㇏㝯㒊ࡲ
࡛ࡋࡓ㸬ᙳࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣSTLࣇࣝࡋ࡚ฟຊࡋ㸪⏬ീィ ࢯࣇࢺ㸦GOM Inspect, GOM,
Brunswick, Germany㸧ࢆ⏝ࡋ࡚2ࡘࡢࢹ࣮ࢱࢆ࣋ࢫࢺࣇࢵࢺࣝࢦࣜࢬ࣒࡛㔜ࡡྜࢃࡏ㸪ẚ
㍑ࡋࡓ㸬➨୍⮻ṑᶵ⬟ည㢌ࡢ3᭶㛫ࡢည⪖㔞ࢆ⟬ฟࡋ㸪ୖ㒊ᵓ㐀ࡢᮦ㉁㸪ᛶู㸪ᅛᐃᵝᘧู
ࡑࢀࡒࢀࡢည⪖㔞ࢆẚ㍑㸪᳨ウࡋࡓ㸬⤫ィゎᯒࡣ⤫ィゎᯒࢯࣇࢺ㸦IBM SPSS 24, IBM, Armonk,
NY, USA㸧ࢆ⏝ࡋ࡚⾜࠸㸪2⩌㛫ࡢẚ㍑ࡣMann-Whitney᳨ᐃࢆ⏝࠸ࡓ㸬᭷ពỈ‽ࡣ5㸣ࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ
๓᳨ドࡋࡓィ ㄗᕪࡢ ᐃ࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲ࡢ ᐃ᪉ἲࡣᖹᆒ࡛ 10 ੇ௨ୗࡢ⢭ᗘࢆ᭷ࡋ࡚࠸
ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࡢည⪖㔞ࡣ㸪Zr ࡛ 76±30 ੇ㸪HC ࡛ 71±27 ੇ
࡛࠶ࡗࡓ㸬୧⩌㛫⤫ィᏛⓗ᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬୍᪉㸪ᑐྜṑࡢည⪖㔞ࡣ Zr ࡢᑐྜ
ṑ࡛ 59±25 ੇ㸪HC ࡢᑐྜṑ࡛ 60±20 ੇ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡕࡽࡶ⤫ィᏛⓗ᭷ព࡞ᕪࡣࡳࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬
ᑐྜṑࡣ࣓ࢱ࣮ࣝࣥࣞࡲࡓࡣ࣓ࢱࣝࢡ࡛ࣛ࢘ࣥ࠶ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪⏨ᛶࡢୖ㒊ᵓ㐀ည⪖㔞ࡣዪᛶ
ࡢည⪖㔞ࡼࡾ᭷ពࡁ࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸦p<0.05㸧ࡀ㸪ୖ㒊ᵓ㐀ࡢᅛᐃᵝᘧ㸦ࢭ࣓ࣥࢺ㸪ࢫࢡࣜ
࣮ࣗ㸧ࡼࡿᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬
ϫ㸬⪃ᐹ
ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸ࡓည⪖㔞ࡢィ ࡣ㸪༑ศ࡞⢭ᗘࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡾ㸪
ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࡢᙧែኚࡢ⤒㐣ほᐹ᭷⏝࡞ࢩࢫࢸ࣒࡛࠶ࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࣥ
ࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ᑐྜṑࡢည⪖㔞㛵ࡋ࡚㸪㐺ษညྜㄪᩚ㸪◊☻ࡉࢀࡓ Zr  HC 㐪࠸ࡣ
ㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ୖ㒊ᵓ㐀ࡢည⪖㔞ࡣᮦ㉁ࡢ◳ࡉᚲࡎࡋࡶ┦㛵ࡍࡿࡣ㝈ࡽ
࡞࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡾ㸪Zr ࡶࣥࣉࣛࣥࢺࡢୖ㒊ᵓ㐀ࡋ࡚⮫ᗋⓗၥ㢟࡞ࡃ㐺⏝࡛ࡁࡿࡇ
ࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ࡲࡓ㸪ᛶูࡼࡗ࡚ည⪖㔞ᕪࡀࡳࡽࢀࡓࡇࡽ㸪ညྜຊࡀୖ㒊ᵓ㐀ࡢည
⪖㔞ࡁࡃ㛵ࡋ࡚࠸ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬
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P-11

᭷ᗋ⩏ṑࡢ╔ࡀ㣗ሢᙧᡂࡢཱྀ⭍ဗ㢌ჾᐁࡢ㐠ື࠼ࡿᙳ㡪
ۑᑠ㔝ᑎᙲᖹ1㸪ྂᒇ⣧୍2㸪ᒣᮏᑦᚨ1㸪ཎ ῟1㸪Ᏻ⸤⣪⧊1㸪ᯇᮌᗣ୍1㸪⋢⏣ὈႹ1㸪㏆⸨ᑦ▱1
1
ᒾᡭ་⛉ᏛṑᏛ㒊⿵⥛࣭ࣥࣉࣛࣥࢺᏛㅮᗙ, 2ᮾி་⛉ṑ⛉ᏛᏛ㝔་ṑᏛ⥲ྜ◊✲⛉ᆅᇦ࣭
⚟♴ཱྀ⭍ᶵ⬟⟶⌮Ꮫศ㔝

Effects of wearing dentures on oropharyngeal motility during bolus processing
Onodera S1㸪Furuya J2㸪Yamamoto H1㸪Hara A1㸪Aki S1㸪Matsuki K1㸪Tamada Y1㸪Kondo H1
1
Department of Prosthodontics and Oral Implantlogy㸪School of Dentistry㸪Iwate Medical University
2
Department of Oral Health Care Science for Community and Welfare㸪Graduate School of Medical
and Dental Sciences㸪Tokyo Medical and Dental University
Ϩ㸬┠ⓗ
㉸㧗㱋♫࠾࠸࡚ࡣ㸪㌟ᝈࡸຍ㱋ኚࡼࡿᦤ㣗ᄟୗᶵ⬟ࡢపୗࢆ᭷ࡍࡿ㧗㱋⪅ࡀቑຍࡋ࡚
࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞㧗㱋⪅ᑐࡍࡿṑ⛉ⓗᨭࡣ༑ศࡣ⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸㸬㐣ཤࡢ◊✲ࡼࡾ㸪㧗㱋⪅
ࡢ⣙ 70㸣࠾࠸࡚㸪᭷ᗋ⩏ṑ⿵⥛ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪ࡑࡢ༙ᩘࡣ㸪⩏ṑ㠀╔ࡢࡲࡲᦤ㣗ࡋ
࡚࠸ࡿࡢሗ࿌ࡀ࠶ࡿ㸬㏆ᖺ㸪ཱྀ⭍ဗ㢌ࡢ༠ㄪ㐠ືࡀ㸪࡞ᦤ㣗࠾ࡼࡧᄟୗᚲせ࡛࠶ࡿࡇࡀ
᫂ࡽ࡞ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ࡍ࡞ࢃࡕ㸪ᄮࡉࢀࡓ㣗≀ࡣ㸪ཱྀ⭍ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᄟୗ๓ဗ㢌ᦙ㏦࣭㞟✚ࡉ
ࢀ㸪ཱྀ⭍ဗ㢌࠾࠸࡚ࡶ㣗ሢᙧᡂࡉࢀࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㸪㣗ሢᙧᡂ࠾ࡅࡿཱྀ⭍ဗ㢌ჾ
ᐁࡢᙺࡀ㔜せどࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪㧗㱋↓ṑ㢡⪅࠾࠸࡚ࡣ㸪⩏ṑࡢ╔ࡀཱྀ⭍ဗ㢌ࡢゎ๗Ꮫⓗ
ᵓ㐀ࢆᩚ࠼㸪Ᏻ࡞㣗ሢᦙ㏦㈉⊩ࡍࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚㸪⩏ṑ╔ᄟୗᶵ
⬟ࡢ㛵ಀࢆ㸪ᦤ㣗ᄟୗ㐠ືࡢ୍㐃ࡢࣉࣟࢭࢫࡋ࡚᫂ࡽࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬୍᪉࡛㸪⩏ṑ
╔ࡀ㸪ୗ㢡⯉㦵ࡢ㐠ືࢆࡢࡼ࠺ኚࡉࡏ㸪㣗ሢᙧᡂࢆᨵၿࡋ࡚࠸ࡿࡘ࠸࡚ࡣ㸪༑ศゎ᫂
ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㧗㱋↓ṑ㢡⪅ࡢ⮬⏤ᦤ㣗㐠ືࢆ㸪ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ゎᯒࡋ㸪
㒊ᗋ⩏ṑࡢ╔ࡀ㸪㣗ሢᙧᡂࡢୗ㢡㸪⯉㦵㸪ཱྀ၁࠾ࡼࡧ⯉ࡢ㐠ື࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡍࡿࡇ
ࢆ┠ⓗࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᑐ㇟ࡣ㸪◊✲ྠពࡢᚓࡽࢀࡓ㸪㒊ᗋ⩏ṑ╔࣎ࣛࣥࢸ 25 ྡ㸦⏨ᛶ㸸9 ྡ㸪ዪᛶ㸸16 ྡ㸪ᖹ
ᆒᖺ㱋: 76.2±8.5 ṓ㸧ࡋࡓ㸬༑ศ࡞⦎⩦ࢆ⾜ࢃࡏࡓᚋ㸪↓ṑ㢡࡛ࡶᦤ㣗ྍ⬟࡞ 40㸣◲㓟ࣂࣜ࢘
࣒ྵ᭷࢟ࢨ࣑ᐮኳ㸦4.0-5.6 mm ᚄ㸪10 g㸧ࢆ⩏ṑ╔⩏ṑ㠀╔ࡢ 2 ᮲௳࡚⮬⏤ᦤ㣗ࡉࡏ㸪
ᄟୗ㐀ᙳഃ㠃ീ࡚ୗ㢡㸪⯉㦵㸪ཱྀ၁࠾ࡼࡧ⯉ࡢ㐠ືࢆほᐹࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓື⏬ࢹ࣮ࢱࢆື⏬ゎᯒࢯ
ࣇࢺ㸦Dipp-Motion V, Ditect㸧ࢆ⏝࠸࡚ゎᯒࡋ㸪ᦤ㣗㛤ጞࡽဗ㢌ᄟୗ㛤ጞࡲ࡛ࡢୗ㢡㸪⯉㦵㸪ཱྀ၁
࠾ࡼࡧ⯉ࡢ㐠ືࢆ⩏ṑ╔⩏ṑ㠀╔࠾࠸࡚ẚ㍑ࡋࡓ㸬ୗ㢡࠾ࡼࡧ⯉㦵ࡢ㐠ືࡘ࠸࡚ࡣ㸪
㐠ື⠊ᅖ㸦㐠ື⠊ᅖ㠃✚㸪Ỉᖹⓗ㐠ື⠊ᅖ㸪ᆶ┤ⓗ㐠ື⠊ᅖ㸧ࢆᐃ㔞ⓗホ౯ࡋ㸪ཱྀ၁࠾ࡼࡧ⯉ࡢ㐠
ືࡘ࠸࡚ࡣᐃᛶⓗホ౯ࡋࡓ㸬⤫ィᏛⓗᡭἲࡣ㸪Wilcoxon ➢ྕ㡰᳨ᐃࢆ⏝࠸㸪᭷ពỈ‽ࡣ 5㸣
ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪ᮏ◊✲ࡣᒾᡭ་⛉ᏛṑᏛ㒊⌮ጤဨࡢᢎㄆ㸦No㸬01150㸧ࢆᚓ࡚ᐇࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ
ୗ㢡࠾ࡼࡧ⯉㦵ࡢ㐠ື⠊ᅖࡣ㸪Ỉᖹⓗ࠾ࡼࡧᆶ┤ⓗ᭷ពᣑࡋ㸪㐠ື⠊ᅖ㠃✚ࡶ᭷ពᣑࡋ
ࡓ㸦Ỉᖹⓗ㐠ື⠊ᅖ㸸p㸺0.05㸪ᆶ┤ⓗ㐠ື⠊ᅖ㸸p㸺0.05㸪㐠ື⠊ᅖ㠃✚㸸p㸺0.05㸧㸬୍᪉㸪ཱྀ၁࠾
ࡼࡧ⯉ࡢ㐠ືࡣ㸪⩏ṑ㠀╔᭷ពᣑࡋ㸪Ᏻᐃ࡞㐠ືࢆㄆࡵࡓ㸦p㸺0.05㸧㸬
ϫ㸬⪃ᐹ
ᮏ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪⩏ṑ㠀╔ࡼࡿཱྀ⭍ࡢゎ๗Ꮫⓗᙧែ࠾ࡼࡧ⏕⌮ⓗᶵ⬟ࡢపୗࢆ௦ൾࡍࡿࡓࡵ㸪ဗ㢌
ᄟୗ๓ࡢ㣗ሢᙧᡂࡢཱྀ⭍࠾ࡼࡧဗ㢌ࡢ㐠ືࡢᣑࢆㄆࡵࡓ㸬㒊ᗋ⩏ṑ╔⪅࡛ࡣ⩏ṑ㠀╔
ࡣᄮࡢࣜࢬ࣑࢝ࣝ࡞ୗ㢡㐠ືࢆ⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡾ㸪ࡲࡓ㸪ṑ㢡㦵ࡀኻࢃࢀ㣗ሢಖᣢࡀᅔ
㞴࡞ࡿࡇ࡛㸪ཱྀ⭍ෆ㣗ሢࡀᩓࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪⩏ṑ╔ࡼࡾࡶୗ㢡ࡢ㐠ື⠊ᅖࢆ
ᣑࡉࡏ࡚ᄮᵝࡢ㐠ືࢆ⾜࠸㸪ཱྀ⭍࠾ࡅࡿ㣗ሢࡢ㞟✚ဗ㢌ࡢᦙ㏦ࢆ௦ൾࡋ㸪ᄟୗࡢࡓࡵࡢ㣗
ሢᙧᡂࢆ㐩ᡂࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ୗ㢡㐃⤖ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⯉㦵ࡢ㐠ືࡣ㸪㣗ሢᩓࡼࡿဗ㢌ࡢ᪩ᮇ
ὶධࢆ௦ൾࡍࡿࡓࡵ㐠ື⠊ᅖࢆᣑࡋࡓ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ཱྀ၁࠾ࡼࡧ⯉ࡢ㐠ືࡣ㸪⩏ṑ㠀╔ࡼࡿ
ཱྀ⭍ෆᩓࡋࡓ㣗∦ࢆ㞟✚ࡉࡏ㸪㣗ሢࢆᙧᡂ࠾ࡼࡧဗ㢌ࡢᦙ㏦ࢆ௦ൾࡋࡓ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ୖグࡢ
ࡼ࠺㸪⮬⏤ᦤ㣗㐠ືࢆࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ゎᯒࡋࡓ⤖ᯝࡽ㸪㧗㱋↓ṑ㢡⪅ࡢ⩏ṑ╔ࡀ㸪ᄟ
ୗ๓ࡢ㣗ሢᙧᡂ࠾ࡅࡿཱྀ⭍ဗ㢌ჾᐁࡢ㐠ືࢆᨵၿࡍࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
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P-12

ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධᚋࡢ㢡㦵ࣜࣔࢹࣜࣥࢢ㛵ࡍࡿᙧែᏛⓗ⪃ᐹ
ۑ㧘ᶫᏹᙲ1㸪㔜ග❳1㸪㣤ஂಖṇᘯ㸰, ỈᡞṊᙪ1㸪బ⸨ឡ⨾ຍ1㸪బࠎᮌၨ୍1
1
ᮾᏛᏛ㝔ṑᏛ◊✲⛉ཱྀ⭍ࢩࢫࢸ࣒⿵⥛Ꮫศ㔝
2
ᮾᏛᏛ㝔ṑᏛ◊✲⛉ཱྀ⭍デ᩿Ꮫศ㔝
Morphological analysis of bone remodeling after implantation
Takahashi H1,Shigemitsu R1,Iikubo M2,Mito T1, Sato E1,Sasaki K1
1
Division of Advanced Prosthetic Dentistry Tohoku University Graduate School of Dentistry
2
Division Oral Diagnosis Tohoku University Graduate School of Dentistry
Ϩ㸬┠ⓗ
㏆ᖺ,ṑ⛉ࣥࣉࣛࣥࢺࡢ⾡๓᳨ᰝ,ṑ᰿◚ᢡࡢデ᩿,᰿⟶ෆჾල◚ᢡࡢ☜ㄆ࡞,CT ᙳᇶ࡙
࠸࡚⒪ィ⏬ࢆ⟇ᐃࡍࡿᶵࡀቑ࠼࡚࠸ࡿ.ᙳࡼࡾᚓࡽࢀࡿ DICOM ࢹ࣮ࢱࡣᑓ⏝ࢯࣇࢺ࢙࢘
ࢆࡋ࡚,TIFF ࡸ JPEG ➼ࡢ⏬ീࢹ࣮ࢱኚࡋ,᭷㝈せ⣲ゎᯒἲ࡞ࡢィ⟬ᕤᏛⓗᡭἲ࠾
࠸࡚ᛂ⏝ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ.ࡋࡋ࡞ࡀࡽ,DICOM ࢹ࣮ࢱෆ㒊ࡢ CT ್ࡣᙳ᮲௳ࡼࡗ࡚ᙳ㡪
ࢆཷࡅࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠾ࡾ,ᙧ≧ᢳฟࡢ㝿ࡢ࢝ࢵࢺ࢜ࣇ್ࡢタᐃࡀ㠀ᖖ㔜せ࡞ࡿ.ᮏ◊✲࡛
ࡣ,ࣥࣉࣛࣥࢺ⒪ࢆཷࡅࡓ⿕㦂⪅࠾ࡅࡿࣥࣉࣛࣥࢺᇙධ⾡๓デᰝࡢ DICOM ࢹ࣮ࢱ,ࡑࡢࢹ
࣮ࢱࢆ JPEG ኚࡋࡓ⏬ീࢹ࣮ࢱ㸪ཬࡧࣥࣉࣛࣥࢺᇙධ 12 ᖺ⤒㐣ᚋࡢ⾡ᚋデᰝࡢ DICOM ࢹ࣮
ࢱࡢ 3 ࡘࡢࢹࢪࢱࣝࢹ࣮ࢱࡽ, JPEG ࢹ࣮ࢱ࠾ࡅࡿ Gray Scale(௨ୗࢢ್ࣞ)⾡๓࣭⾡ᚋࡢ
DICOM ࠾ࡅࡿ Hounsfield unit scale(௨ୗ CT ್)ࡢ┦㛵㛵ಀࢆぢ࠸ࡔࡋࡓᚋ࢝ࢵࢺ࢜ࣇ್ࢆ
タᐃ㸪㦵ᙧ≧ࢆᢳฟࡋ,ẚ㍑᳨ウࢆ⾜࡞ࡗࡓ.ࡇࢀࡽࡽ,ᮏ⿕㦂⪅࠾ࡅࡿࣥࣉࣛࣥࢺᇙධ 12
ᖺ⤒㐣ࡼࡿ㦵ᙧែࡢኚࢆほᐹࡋࡓ.
ϩ㸬᪉ἲ
⿕㦂⪅ࡣୗ㢡4ᮏࡢࣥࣉࣛࣥࢺࢆᨭྎࡍࡿ࣮࢜ࣂ࣮ࢹࣥࢳ࣮ࣕࢆ╔ࡋࡓ62ṓࡢዪᛶ࡛
࠶ࡿ.ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධ๓ࡢDICOMࢹ࣮ࢱ(௨ୗࢹ࣮ࢱA),JPEGࢹ࣮ࢱኚࡋࡓࢹ࣮ࢱ(௨ୗࢹ࣮
ࢱA’),ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධ12ᖺ⤒㐣ᚋࡢDICOMࢹ࣮ࢱ(௨ୗࢹ
࣮ࢱB)ࡍࡿ.ࢹ࣮ࢱAཬࡧࢹ࣮ࢱA’ࡣ29ᯛࠊࢹ࣮ࢱBࡣ200
ᯛ࡛࠶ࡾ,ẚ㍑᳨ウࡢࡓࡵࡢࢹ࣮ࢱBࡽࢹ࣮ࢱA’ࢫࣛ
ࢫ⨨ࡀࡰ୍⮴ࡍࡿ⏬ീ29ᯛࢆᢳฟࡋࡓ.ྛ⏬ീࢹ࣮ࢱ
ࡽᇶ‽⨨ࡋ࡚,ୗ㢡ྑഃ≟ṑୗ㢡ྑഃ➨୍⮻ṑ┦ᙜ
㒊࠾ࡅࡿ⓶㉁㦵ᾏ㠃㦵,㌾⤌⧊(ည➽)ࡢィ5ࣨᡤࡢ㒊
ࢆ㑅ᢥࡋ,JPEGࢹ࣮ࢱ࠾ࡅࡿࢢ್ࣞDICOM࠾ࡅࡿCT
್ࢆィ ࡋࡓ.ࢹ࣮ࢱA’ࡣᑓ⏝ࢯࣇࢺ࢙࢘㸦MECHANICAL
FINDER Ver.7.0 Extended Edition㸪RCCM,᪥ᮏ㸧,ࢹ࣮ࢱA
ࢹ࣮ࢱBࡣDICOMࣅ࣮࣮ࣗ࣡(OSIRIX Pixmeo SARL Switzerland)ࢆ⏝࠸࡚ィ ࡋࡓ.
ྑᅗࡣィ ᇶ‽⨨࡛࠶ࡿୗ㢡ྑഃ≟ṑ➨୍⮻ṑࡢࡑࢀࡒࢀࡢ⓶㉁㦵,ᾏ㠃㦵㌾⤌⧊ࡢ
ᇶ‽Ⅼࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ.ࡑࢀࡒࢀ5ࣨᡤࡢ㒊ࡽᚓࡽࢀࡓᩘ್ࢆᇶࢹ࣮ࢱA,ࢹ࣮ࢱA’,ࢹ࣮ࢱB
ࡢᩓᕸᅗࢆసᡂࡋ,ࡑࡢ㛵㐃ᛶࡘ࠸࡚ᅇᖐ┤⥺ࢆồࡵࡓ.ࡇࢀࢆࡶࢹ࣮ࢱAཬࡧࢹ࣮ࢱB࠾
࠸ ࡚ 㐺 ษ ࡞ ࢝ ࢵ ࢺ ࢜ ࣇ್ ࢆ タ ᐃ ࡋ , 㦵 ᙧ ≧ ࢆ ᢳฟ ࡋ ࡓ . ྛ ࠎ ࡢ 㦵 ᙧ ≧ ࢆᑓ ⏝ ࢯ ࣇ ࢺ ࢘ ࢙ 
(VOXELCON,Quint,᪥ᮏ)࡚㔜ࡡྜࢃࡏࢆ⾜࠸,ẚ㍑᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ.
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
A  A’ B 㛫ࡢ┦㛵㛵ಀᅗࡽ㸱ࡘࡢᇶ‽Ⅼ(⓶㉁㦵,ᾏ⥥㦵,㌾⤌⧊)࠾ࡅࡿࢢ್ࣞ CT
್ࡢ㛫Ⰻዲ࡞┤⥺ᛶࡀᚓࡽࢀࡓ.ࡇࢀࡼࡾ,ᙳⅬࡢ␗࡞ࡿ 2 ✀㢮ࡢ DICOM ࢹ࣮ࢱᑐࡋ࡚
㦵እᙧ≧ᢳฟ㐺ษ࡞࢝ࢵࢺ࢜ࣇ್ࢆタᐃࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ.ᮏ⿕㦂⪅࡛ࡣ๓ṑ㒊၁ഃ࡛㢧ⴭ࡞
㦵྾ࢆㄆࡵࡓࡀ,ୗ㢡㦵⯉ഃ࡛ࡣ྾⟠ᡤࡢࡳ࡞ࡽࡎ,㦵ῧຍࡀ㉳ࡇࡗࡓ㒊ࡶㄆࡵࡽࢀࡓ.ࡉ
ࡽࠊ⮻ṑ㒊㢋ഃࡣ㦵ῧຍࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀ,⮻ṑ㒊ṑᵴ㡬㒊࡛ࡣᕥഃẚྑഃࡼࡾከࡃࡢ㦵
྾ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ.ᮏ◊✲⤖ᯝࡣࣥࣉࣛࣥࢺᇙධᚋࡢ⤒ᖺⓗ㦵ᙧែኚࡣ,୍⯡ⓗㄆ㆑ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࣥࣉࣛࣥࢺ㎶⦕㦵࠾ࡅࡿ㦵྾ࡢࡳ࡞ࡽࡎ,㢡㦵యࡀࢲࢼ࣑ࢵࢡኚࡋ࡚࠾ࡾ,ຍ
࠼࡚ࣥࣉࣛࣥࢺ㢡㦵ࡢ┦ᑐ⨨㛵ಀࡶኚࡋ࡚࠸ࡿࡇࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ.
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⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᢏᕤࡢᴫせ
ۑΎᐑ୍⚽1㸪ୖ⤮⌮㤶1㸪ྂᕝ㎮அ1㸪ᫍ ᠇ᖾ2㸪ᑿ୍㑻2㸪⇃ᆏ▱ᑵ2㸪ᮾ୍㑻2㸪ᕝす⠊⦾2㸪⎼ᬛኴ㑻3㸪
ᶫ ᱇3㸪ᮌᮏඞᙪ1,2
1
⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔ᢏᕤ⛉ 2⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫཱྀ⭍⤫ྜ་⒪Ꮫㅮᗙ⿵⥛࣭ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝 3⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫཱྀ⭍⛉
Ꮫㅮᗙࢡࣜࢽ࣭࢝ࣝࣂ࣐࢜ࢸࣜࣝศ㔝

The outline of Digital Laboratory in Kanagawa Dental Hospital
Seimiya K1㸪Inoue E1㸪Furukawa T1㸪Hoshi N2㸪Maruo K2㸪Kumasaka T2㸪Higashi T2㸪 Kawanishi N2㸪Nihei T3㸪Ohashi
K3㸪Kimoto K1,2
1
Department of Dental Laboratory㸪Kanagawa Dental University Hospital
2
Department of Oral Interdisciplinary Medicine㸦Prosthodontics & Oral Implantology㸧Graduate School of Dentistry
Kanagawa Dental University
3
Division of Clinical Biomaterials, Department of Oral Science, Graduate School of Dentistry, Kanagawa Dental University
Ϩ㸬⥴ゝ
㏆ᖺ㸪ṑ⛉ࡢศ㔝࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝࡢᢏ⾡㐍Ṍࡣࡁࡃ㸪≉⿵⥛ศ㔝࡛ࡣᢏᕤసᴗࢆྵࡵᵝࠎ࡞ዲᙳ㡪ࢆࡶࡓࡽ
ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⚄ዉᕝṑ⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔㸦௨ୗ㸪ᙜ㝔㸧࠾࠸࡚ࡶ 2008 ᖺࡽࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᢏᕤࢆࡁࡗࡅᑟධࡋ࡚
࠸ࡿࡀ㸪≉ࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᢏᕤᢏ⾡ࡣ㣕㌍ⓗ㐍Ṍࡘ」㞧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿ㸬ᅇᡃࠎࡣ㸪᪂㝔క࠸
ᑟධࡋࡓデ⒪ᐊࡢ㐃ᦠࢆྵࡵࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᢏᕤࢆ୰ᚰᴫせࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᙜ㝔࡛ࡣ2008ᖺNovel Biocareࡢ᥋ゐᘧࢫ࢟ࣕࢼProcera Forteࢆᑟධ
ࡋ࡚௨᮶㸪ࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᢏᕤᦠࢃࡗ࡚ࡁࡓ㸬2011ᖺࣃࢼࢯࢽࢵࢡࡢ
3shape D700ᑟධ㸪ForteࡽGenionࡢษࡾ᭰࠼㸪2015ᖺࡣStraumannࡢ
CS2ࢆຍ࠼㸪⌧ᅾࡣ㸱ྎࡢ㠀᥋ゐᘧࢫ࢟ࣕࢼࢆ⏝ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓྠᮇ㸪
デ⒪ᐊࢧࢻ࡛ࡣCEREC OmnicamBluecamࢆഛ࠼㸪oneday⒪ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ
CAMࡋ࡚CEREC MC XLࢆ⏝࠸࡚デ⒪ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ.
ᅇ㸪᪂㝔㛤ᴗక࠸3shape E3㸪3shape TRIOS3㸪Amann Girrbach ceramill
map400ceramill motion2㸪Formlabs Form2ࢆᑟධࡋࡓ㸬ࡉࡽ㸪デ⒪ᐊ
㞄᥋ࡋࡓCAD/CAMᶵჾࢆ㞟⤖ࡉࡏࡓ㒊ᒇSmart Operation Room Kanagawa
dental university hospital(SORK)ࢆ❧ࡕୖࡆ㸪ᝈ⪅࣭ṑ⛉་ᖌ࣭ṑ⛉ᢏᕤኈ࣭ṑ⛉⾨⏕ኈࡢ≀⌮ⓗ㊥㞳ࢆ⦰ࡵ㸪
㐃ᦠࡋࡸࡍ࠸ែໃࢆྲྀࡗ࡚࠸ࡿ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ᙜ㝔࡛ࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᢏᕤࢆᑟධࡋ࡚⣙ 9 ᖺ࡞ࡿࡀ㸪ᢏᕤసᴗࡢኚࡣࡁ࠸㸬ࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᢏᕤึᮇ࡛ࡣ㸪⏬
㠃ୖ࡛ࢹࢨࣥࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡎ㸪࣑ࣝࢼࢫ㸪ࢳࢱࣥ㸪ࢪࣝࢥࢽࡸࢥࣂࣝࢺࢡ࣒ࣟ࡞ࡢ༢୍ࢥ࣮ࣆࣥࢢ〇సࡀ
㝈ᗘ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࡋࡋ㸪⌧ᅾ࡛ࡣ⏬㠃ୖ࡛ࢧ࣏࣮ࢺᙧែ㸪࣐࣓ࣟࣥᙧែࡢࡸ⠏┒ࢫ࣮࣌ࢫࡢᆒ୍࡞⮬⏤࡞タ
ィࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪ᮦᩱࡣࢪࣝࢥࢽࡀὶ࡞ࡾ࣮࢝ࣛࡸᙉᗘ࡞ከᒱࢃࡓࡿࢹࢫࢡࡀ㛤Ⓨࡉࢀ㸪⏝
㏵ࡼࡾ㐺ษ࡞㑅ᢥࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬ຍᕤ᪉ἲ࠾࠸࡚ࡶ㸪ࢳࢱࣥࡸࢥࣂࣝࢺࢡ࣒ࣟࡢᡂᆺ᪉ἲࡀ๐ࡾฟࡋࡔࡅ࡛ࡣ
࡞ࡃ㸪࣮ࣞࢨ࣮ࢩࣥࢱࣜࣥࢢࡢᢏ⾡ࡶ☜❧ࡋࡘࡘ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪 STL ኚࡋࡓ DICOM ࡢࢹ࣮ࢱࡸཱྀ⭍ෆࢆ᥇ᚓࡋࡓග
Ꮫ༳㇟࡞ࢆ㸪3D ࣉࣜࣥࢱࢆ⏝࠸࡚ṑ⛉⏝ࣞࢪࣥࢆ㐀ᙧࡍࡿࡇࡶ⮫ᗋ࡛ྲྀࡾධࢀጞࡵ࡚࠾ࡾ㸪ṑ⛉ᢏᕤኈࡀᢏᕤస
ᴗ࠾࠸࡚⏝ࡍࡿᶵᮦჾලࡢኚࡀⴭࡋࡃኚࡋ࡚࠸ࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ṑ⛉ࡢࢹࢪࢱ࡛ࣝࡣึᮇࡢ㡭㸪ࢫ࢟ࣕࣥࢹ࣮ࢱࡸ〇సࢹ࣮ࢱࡢ࢘ࢺࣉࢵࢺࡢ㝿㸪ࣇࣝᙧᘧࡀࡑࢀࡒ
ࢀࡢ♫⊂⮬ࡢࡶࡢኚࡉࢀ㸪♫ࡢࢹ࣮ࢱ⛣ືࡀ࡛ࡁ࡞࠸࡞ไ㝈ࡉࢀࡿࡇࡶከࡗࡓ㸬ࡋࡋ㸪ࣥࣁ࢘
ࢫࡢ CAM ᬑཬඹ〇సࢹ࣮ࢱࡀ STL ࡞࣮࢜ࣉࣥᑐᛂࡋࡓࣇࣝᙧᘧ࡛ฟ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿ࡞㸪ࢹࢪࢱ
ࣝṑ⛉ᴗ⏺యࡢὶࢀࡶኚࡋࡘࡘ࠶ࡿ㸬
ࢹࢪࢱࣝṑ⛉ᢏ⾡ࡢ㣕㌍ࡣࡇࡢ3ᖺ㛫ࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡾ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞௦ࡢኚᮇᙜࡓࡿ⌧ᅾ㸪ࢹࢪࢱࣝ≉ࡋࡓ
ࢫࢱࢵࣇࡀデ⒪ࡑࢀࡒࢀࢧ࣏࣮ࢺࢆࡋࡸࡍ࠸ែໃࢆࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㝔ࡋ୍࡚㈏ࡋࡓࢹࢪࢱࣝṑ⛉ࢩࢫ
ࢸ࣒ࡢὶࢀࢆᣢࡘࡇࡣ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬
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↝⤖㐀ᙧ✚ᒙἲ࡚⿵ᙉᵓ㐀ࢆస〇ࡋࡓࣥࣉࣛࣥࢺ࣮࢜ࣂ࣮ࢹࣥࢳ࣮ࣕࡢ 1 
ۑᅵᶫభᇶ 1, బ⸨༤ಙ 1, ᶓୖ ᬛ 1, ႐℩┤ᶞ 1, 㯮ᕝඖᏹ 2,ᵽཱྀ㙠ኸ 2
1
⚟ᒸṑ⛉Ꮫཱྀ⭍་⒪ࢭࣥࢱ࣮, 2⏣⢭ᐦṑ◊ᰴᘧ♫
A case of fabrication of reinforcement used sintered molding lamination method for implant
overdenture
Tsuchihashi Y1㸪Sato H 1㸪Yokoue S1 ,Kise N1, Kurokawa 㹋2㸪Higuchi S2
1
Fukuoka Dental College Center for oral disease
2
Wada Precision Dental Laboratories
Ϩ㸬⥴ゝ
㸰㸮㸮㸰ᖺࡢ McGill ࢥࣥࢭࣥࢧࢫ࠾࠸࡚,ୗ㢡↓ṑ㢡ᝈ⪅ᑐࡋ࡚,ୗ㢡๓ṑ㒊࠾ࡅࡿ㸰
ᮏࡢࣥࣉࣛࣥࢺࢆᨭྎࡋࡓࣥࣉࣛࣥࢺ࣮࢜ࣂ࣮ࢹࣥࢳ࣮ࣕ㸦௨ୗ IOD㸧ࡣ,⩏ṑࡢᨭᣢ,⥔
ᣢຊࡢᏳᐃ,࿘ᅖ㦵྾ᢚไ᭷ຠ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ.ࡑࡋ࡚,㒊⥲⩏ṑ╔ᝈ⪅ẚ㍑
ࡋ࡚,IOD ࡣ㧗࠸ᝈ⪅‶㊊ᗘࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿ.ࡋࡋ,IOD ࡢḞⅬࡋ࡚,IOD ࡢ◚ᢡࡸࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺ
㒊ศࡢ◚ᦆ➼ࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ.ࡑࡢࡓࡵ,IOD ࡢ◚ᢡࢆᢚไࡍࡿࡓࡵ
ࡣ,IOD ࡢ㐺ษ࡞⨨⿵ᙉᵓ㐀ࢆ⤌ࡳ㎸ࢇࡔ⩏ṑࢆస〇ࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ.
ᅇ,ᡃࠎࡣ,ᬻ㛫⩏ṑࡋ࡚⏝୰ࡢୗ㢡 IOD ࡀࣟࢣ࣮ࢱ࣮㒊࡛◚ᢡࡋࡓࢆ⤒㦂ࡋࡓ.ࡇࡢ
◚ᢡࡋࡓ IOD ࡣ,⿵ᙉᵓ㐀ࢆ᭷ࡋ࡚࠸࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡋ,◚ᢡࡋࡓ IOD ࡣ,ᙧែࡸညྜၥ㢟ࡀ࡞࠸
ࡓࡵ,ྠࡌᙧែ࡛᭱⤊⩏ṑࢆస〇ࡍࡿࡇࡋࡓ.ࡲࡓ,⿵ᙉᵓ㐀ࡢస〇ࡣ,ᚑ᮶ࡢ㗪㐀ἲ࡛ࡢ⿵
ᙉᵓ㐀ࡢస〇࡛࡞ࡃ,CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝ࡋ࡚స〇ࢆ⾜ࡗࡓ.ᮏࡣ,ᬻ㛫⩏ṑࡢᙧែࢆࢫ
࢟ࣕࢽࣥࢢࡋࡓᚋ,CAD ࢯࣇࢺ࡚㸪⩏ṑࡢタィࢆ⾜ࡗࡓ.タィࢆᇶ,࣮ࣞࢨ࣮ගࢆ⏝࠸ࡓ↝⤖✚
ᒙ㐀ᙧἲ࡚స〇ࡋࡓ⿵ᙉᵓ㐀ࢆ᭷ࡍࡿ IOD ࢆ╔ࡋࡓࢆሗ࿌ࡍࡿ.
ϩ㸬᪉ἲ
◚ᢡ㒊ࡢಟ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ⩏ṑࢆ⏝ࡋ,ࢩࣜࢥ࣮ࣥ༳㇟ᮦ࡚⩏ṑᗋୗ⢓⭷㠃ࡢ༳㇟᥇ᚓࢆ⾜࠸,
సᴗ⏝ᶍᆺࢆస〇ࡋࡓ.ྠ,⌧ᅾ⏝ࡋ࡚࠸ࡿᬻ㛫⩏ṑࢆࢹࣗࣉࣜࢣ࣮ࢺࡋ,」〇⩏ṑࢆస〇
ࡋࡓ.సᴗ⏝ᶍᆺ」〇⩏ṑࢆࢫ࢟ࣕࣥࡋࡓᚋ,CADࢯࣇࢺࢆ⏝ࡋࢹ࣮ࢱࡋࡓ.⩏ṑࡢእᙧ,⿵
ᙉᵓ㐀ࡢཌࡳࣟࢣ࣮ࢱ࣮㒊ࡢ࣮ࣜࣜࣇ㔞➼ࢆィ⟬ࡋ,⿵ᙉᵓ㐀ࡀ㐺ษ࡞⨨㓄⨨࡛ࡁࡿࡼ࠺
タィࢆ⾜ࡗࡓ.タィࡋࡓ⿵ᙉᵓ㐀ࡣ,ࢥࣂࣝࢺࢡ࣒ࣟྜ㔠ࡢ⢊ᮎࢆ⏝ࡋ,࣮ࣞࢨ࣮ගࢆ⏝࠸࡚↝
⤖✚ᒙ㐀ᙧἲ࡚స〇ࡋࡓ.ࢹ࣮ࢱࢆᇶ,ヨ㐺ࡢࡓࡵࡢࢺࣛࣥࢹࣥࢳ࣮ࣕࢆస〇ࡋ,ᝈ⪅ࡢ
ཱྀ⭍ෆ࡚ညྜㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓ.ㄪᩚᚋ,᭱⤊⩏ṑࡢேᕤṑࡣࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࣞࢪࣥ〇ࢹࢫࢡ㸦ᯇ㢼
ࢹࢫࢡHC㸧
ࢆ࣑ࣜࣥࢢసᴗ࡚ຍᕤࡋࡓ.⩏ṑᗋ㒊ࡣ,ὶࡋ㎸ࡳࣞࢪࣥࢆ⏝࠸࡚ຍᅽ࡚㔜ྜ
᧯సࢆ⾜ࡗࡓ.ࡑࡢᚋ,ཱྀ⭍ෆ࡚ࣟࢣ࣮ࢱ࣮ࡢࣁ࢘ࢪࣥࢢࢆ⩏ṑ╔ࡋࡓ.
Ϫ㸬⤖ᯝ
⌧ᅾ IOD ╔ᚋ,◚ᢡࡸ⑊③➼ࡢၥ㢟ࡣ࡞ࡃⰋዲ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ.ᮏࡣ,ᬻ㛫⩏ṑࢆᇶ‽
᪂⩏ṑࢆస〇ࡋࡓࡇ࡛,ညྜ᥇ᚓ࡞ࡢ⮫ᗋୖ࡛ࡢᡭ㡰ࢆ┬ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࡓࡵ,⒪ᑐࡍࡿ
ᝈ⪅ࡢࢫࢺࣞࢫࡢ㍍ῶࡀᅗࢀࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ.
ϫ㸬⪃ᐹ
ᚑ᮶,⩏ṑࡢ◚ᢡ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢ⿵ᙉᵓ㐀ࡢస〇ࡣ,࣡ࢵࢡࢫࢵࣉࡸ㗪㐀᧯సࡀᚲせ࡛࠶ࡾ↹㞧
࡛࠶ࡗࡓ.ࡑࡢࡓࡵ,ᚑ᮶ࡢ㗪㐀࡛ࡢ⿵ᙉᵓ㐀ࡢస〇ẚ㍑ࡋ,CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⏝ࡼࡾタ
ィࡋࡓ⿵ᙉᵓ㐀ࡣ⢭ᐦ࡛↹㞧࡞ᕤ⛬ࢆ┬ࡃࡇࡀ࡛ࡁ,㐺ษ࡞⨨⿵ᙉᵓ㐀ࢆ㓄⨨ࡍࡿࡇࡀ
ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ.
ᚑ᮶ࡢ⿵ᙉᵓ㐀ࡢタ⨨ࡢ◊✲࡛ࡣ,◚ᢡ㜵Ṇࡢࡳ࡛ᶵ⬟ࡢညྜຊࡢศᩓࢆ⪃៖ࡍࡿࡇࡣ
㞴ࡋ࠸࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ,ᅇ,CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ ࢆ⏝ࡋࡓ IOD ࡢ⿵ᙉᵓ㐀ࡢタィࢆ⾜࠺ࡇ
࡛,ࣟࢣ࣮ࢱ࣮㒊ࢆ୕ḟඖⓗ⿵ᙉࡍࡿࡇ࡛ࡁ,ࡑࡢࣥࣉࣛࣥࢺ࿘ᅖࡢࡦࡎࡳࢆᢚไࡋ,⩏ṑ
ࡢ◚ᢡ㜵Ṇ,ညྜຊࡢศᩓࢆᅗࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ.ࡋࡋ,㐺ṇ࡞タィࢆ⾜࠺ࡣ,ࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺ
ࡢᵓ㐀,ࢹࣥࢳ࣮ࣕࢫ࣮࣌ࢫ,ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධ⨨࡞ࡢせᅉࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵ,⾡
๓㐺ษ࡞デᰝ,デ᩿ࢆ⾜࠺ࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡿ.
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P-15

㔠ᒓ⢊ᮎ࣮ࣞࢨ࣮✚ᒙ㐀ᙧἲ࡛〇సࡋࡓ Ti-6Al-4V ྜ㔠ࡢࢡࣛࢫࣉ㐺ྜᛶ⥔ᣢຊ
۵㧗ᶫஓ1㸪㫽ᒃ㯞⳯1㸪௰⏣㇏⏕1㸪Ἑᮧ ᪼2㸪᪂ಖ⚽ோ1㸪ஂಖຊᘅ1
㭯ぢᏛṑᏛ㒊᭷ᗋ⩏ṑ⿵⥛Ꮫㅮᗙ㸪2 㭯ぢᏛṑ⛉ᢏᕤ◊ಟ⛉
Fitness accuracy and retentive force of Ti-6Al-4V clasps manufactured by rapid protyping
Takahashi K1, Torii M1, Nakata T1 , Kawamura N2, Shimpo H1, Ohkubo C1
1
Department of Removable Prosthodontics, Tsurumi University School of Dental Medicine
2
Department of Technician Training Institute, Tsurumi University Dental Hospital

1

Ϩ㸬┠ⓗ
ࢳࢱࣥࡣ⏕యぶᛶ㸪⪏⼃ᛶ㸪ẚ㔜࠾ࡼࡧⰋዲ࡞ᶵᲔⓗᛶ㉁ࢆ᭷ࡍࡿࡇࡽ㸪⯟✵Ᏹᐂ㛵ಀ
ࡸ་⒪ศ㔝➼࠾࠸࡚ࡶ⏝ࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾ㸪ṑ⛉㡿ᇦ࡛ࡣࣥࣉࣛࣥࢺᮦᩱࢆࡣࡌࡵࡍࡿ⏕య
ᮦᩱࡋ࡚⮫ᗋᛂ⏝ࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸬᭷ᗋ⩏ṑ⮫ᗋ࠾ࡅࡿ⿵⥛⨨ࡢ〇సࡣࣟࢫࢺ࣡ࢵࢡࢫἲ
ࡼࡿ㗪㐀ຍᕤࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࢳࢱࣥ࠾࠸࡚ࡣ⼥Ⅼࡢ㧗ࡉ㸪㧗 ࡛㓟ࡉࢀࡸࡍࡃάᛶࡀ㧗
࠸࠸࠺ᛶ㉁ࡀ㗪㐀ࡼࡿ〇సࢆᅔ㞴ࡋ࡚࠸ࡿ㸬㏆ᖺ㸪CAD/CAM ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡼࡾ㗪㐀ຍᕤ
ࡗ࡚௦ࢃࡿᢏ⾡ࡋ࡚✚ᒙ㐀ᙧຍᕤࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬㔠ᒓ⢊ᮎ࣮ࣞࢨ࣮ࢆ↷ᑕࡋ㸪⁐ゎจ
ᅛࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ✚ᒙࡍࡿࡇ࡛ࣥࢲ࣮࢝ࢵࢺࢆక࠺」㞧࡞ᙧ≧ࡶ㐀ᙧྍ⬟࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊
✲ࡣ┤᥋㔠ᒓ࣮ࣞࢨ࣮↝⤖ἲࡼࡾ〇సࡉࢀࡓࢳࢱࣥࡢᨭྎ⨨ࡢ⮫ᗋᛂ⏝ࢆ┠ⓗࡋ㸪㐺ྜᛶ
⥔ᣢຊࡢホ౯ࢆ⾜ࡗࡓ.
ϩ㸬᪉ἲ
ᨭྎṑࢆᐃࡋࡓ 18-8 ࢫࢸࣥࣞࢫ㗰〇㔠ᆺᨭྎṑࢆ⏝࠸ࡓ㸬㔠ᆺᨭྎṑࢆࢫ࢟ࣕࣥᚋ㸪CAD ୖ
࡛ ࢚ ࣮ ࢝ ࣮ ࢫ ࢡ ࣛ ࢫ ࣉ ࢆ ࢹ ࢨ  ࣥ ࡋ ࡓ 㸬 〇 స  ࡣ ┤ ᥋ 㔠 ᒓ ࣞ ࣮ ࢨ ࣮ ↝ ⤖ ἲ (Direct Metal
Laser-Sintering:௨ୗ㸪DMLS)ࢆ᥇⏝ࡋ㸪Ti-6Al-4V ྜ㔠⢊ᮎࢆ⏝ࡋࡓ㸬タィࡋࡓ࢚࣮࣮࢝ࢫࢡ
ࣛࢫࣉࡢ STL ࢹ࣮ࢱࢆᇶ㔠ᒓ✚ᒙ㐀ᙧᶵ (EOSIST M270㸪EOS ♫〇㸪⊂)ࡼࡾ㸪7 ಶࡢヨᩱࢆ〇
సࡋࡓ㸬⾲㠃⢒ࡉࡣ㠀᥋ゐᆺ୕ḟඖィ ⨨(NH-3N㸪୕㮚ගჾᰴᘧ♫〇)࡚ ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬㐺
ྜ⢭ᗘࡣ㔠ᆺᨭྎṑ࢚࣮࣮࢝ࢫࢡࣛࢫࣉࡢ㛫㝽㔞ࢆ࣍࣡ࢺࢩࣜࢥ࣮࡚ࣥホ౯ࡋࡓ㸬ィ 㒊
ࡣ㖋ඛ➃ࡽ 0.5 mm(㖋ᑤ)㸪12.0 mm(㖋⭎)㸪ࣞࢫࢺࡢ 3 㒊ࡋ㸪⬟ᢞᙳᶵ(V-16E㸪Nikon
♫〇)ࢆ⏝࠸࡚ ᐃࡋࡓ㸬⥔ᣢຊࡣ⬟ヨ㦂ᶵ㸦EZ-S-200N㸪ᓥὠ〇సᡤ♫〇㸧ࢆ⏝࠸࡚ࢡࣟࢫ࣊
ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ 50 mm/min ࡚,ࢡࣛࢫࣉࡀ㔠ᆺࡽ㞳ࢀࡿࡲ࡛ࡢ್᭱ࡋࡓ㸬ࢡࣛࢫࣉࡢึᮇ⥔
ᣢຊࢆ 0 ᅇࡽ 15 ᅇࡲ࡛ ᐃᚋ㸪⧞ࡾ㏉ࡋ╔⬺ヨ㦂ჾ㸦JM-100T㸪᪥ᮏ࣓ࢵࢡ♫〇㸧࡚ 37Υࡢ
Ỉ୰ୗ࡛㸪10,000 ᅇࡲ࡛╔⬺ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㸪⥔ᣢຊࡢኚࢆ 1,000 ᅇẖ ᐃࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ᙜㅮᗙࡢඛ⾜◊✲࠾ࡅࡿ✚ᒙἲࡼࡿ Co-Cr ྜ㔠ࡢ⤖ᯝࡣ㸪㐺ྜ⢭ᗘࡀࣞࢫࢺ㒊 162.1ȣm㸪
㖋⭎㒊ࡣ 92.0ȣm㸪㖋ᑤ㒊ࡣ 55.6ȣm ࡛࠶ࡾ㸪⾲㠃⢒ࡉࡣ 4.9ȣm㸪ึᮇ⥔ᣢຊ(N)ࡣ 16.1 N ࡛࠶
ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪⧞ࡾ㏉ࡋヨ㦂 10,000 ᅇᚋࡢ⥔ᣢຊ(N)ῶ⾶⋡(%)ࡣ 11.2 N  14.3%࡛࠶ࡗࡓ㸬ᮏ
◊✲࠾࠸࡚ DMLS ἲ࡛〇సࡋࡓࢡࣛࢫࣉࡢ⤖ᯝࡣ✚ᒙἲẚ㍑ࡋ㸪
⾲㠃⢒ࡉࡣ⣙ 4.1ȣm ࡛࠶ࡾ㸪
ഹඃࢀࡓ⾲㠃ᛶ≧ࢆ♧ࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪ࢡࣛࢫࣉࡢ㐺ྜ⢭ᗘࡣࣞࢫࢺ㒊ࡀ 80.0ȣm㸪
㖋⭎㒊ࡀ 121.0
ȣm㸪㖋ඛ➃㒊ࡀ 58.0ȣm ࡛࠶ࡾ㸪ࣞࢫࢺ㒊ࡣ㐺ྜᛶඃࢀ㸪㖋ඛ➃㒊㖋⭎㒊ࡣࡶຎࡿ⤖
ᯝ࡞ࡗࡓ㸬
ึᮇ⥔ᣢຊ(N)ࡣ 19.6 N㸪 10,000 ᅇ╔⬺ᚋࡢ⥔ᣢຊࡣ 8.4 N ࡛ࡾ㸪ῶ⾶⋡(%)ࡣ 57.1㸣࡛࠶ࡗ
ࡓ㸬≉ 0 ᅇࡽ 1,000 ᅇⅬ࡛ࡢῶ⾶⋡ࡀ᭱ࡶࡁࡃ 29.2㸣࡛࠶ࡗࡓ㸬୍⯡⥔ᣢຊࡣ㸯ᨭྎ
⨨࠶ࡓࡾ 5ࠥ10 N ࡀ㐺ษ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽ㸪ᮏ◊✲࡛ࡢึᮇ⥔ᣢຊ 19.6 N ࡣࡸࡸ㐣
ࡢ್ࢆ♧ࡋࡓ㸬ᚋࡣ㐺ྜᛶࡸ⥔ᣢຊࢆ᭱㐺ࡍࡿࡓࡵࡢ᮲௳タᐃࡢ᳨ウ㸪࠾ࡼࡧ DMLS ἲ
ࡼࡿ⣧ࢳࢱࣥᨭྎ⨨ࡢ〇సࢆ᳨ウࡍࡿᡤᏑ࡛࠶ࡿ㸬
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P-16

ࢡࣛ࢘ࣥෆ㠃ࡋࡓ⁁ࡢ⨨ࡀ᥋╔ᙉࡉ࠾ࡼࡰࡍᙳ㡪
ۑ᪂㇂୍᫂1,2㸪᪂ጔ⍛⣖1㸪ⓑ㫽ἋஂⰋ1㸪㯮⏣⪽୍1㸪ᚨ1
1
᪥ᮏṑ⛉Ꮫ⏕ṑᏛ㒊ṑ⛉⿵⥛Ꮫ➨㸰ㅮᗙ, 2ࢺࣝࢡᏛ

The effect of Micro Retentive Groove position to fixed dental prosthesis on bond strength
Shinya A1,2, Niitsuma A1, Shiratori S1, Kuroda S1, Gomi H1
1
The Nippon Dental University School of Life Dentistry at Tokyo, Department of Crown and Bridge
2
Department of Biomaterials Science, BioCity Turku Biomaterials Research Program Institute of
Dentistry, University of Turku
Ϩ㸬⥴ゝ
᥋╔ᙉࡉࡣ㸪Ꮫⓗ࡞⤖ྜຊ࠾ࡼࡧᶵᲔⓗ࡞ᔐྜຊࡢྜ⟬ࡼࡗ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡋ㸪
⌧ᅾὶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ᥋╔ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣᏛⓗ⤖ྜຊࡢࡳ╔┠ࡋ࡚࠾ࡾ㸪࢚ࣈ࣮ࣞࢪࣙࣥ
௨እࡢᶵᲔⓗᔐྜຊᑐࡍࡿ᳨ウࡣᑡ࡞࠸㸬ࡲࡓ⬺ⴠ⋡ࡢ㧗࠸ 1㸧CAD/CAM ෙࡢୗ㢡➨୍⮻ṑ
ࡢಖ㝤㐺ᛂࡶ㛤ጞࡉࢀࡓࡇࡽ㸪㧗࠸᥋╔ᙉࡉ⋓ᚓࡢᮇᚅࡣ㧗ࡲࡿ୍᪉࡛࠶ࡿ㸬₇⪅ࡽࡣ㸪
ෙෆ㠃ࡢ⿵ຓⓗಖᣢᙧែࡋ࡚㸪CAD/CAM ෙ〇సࡢᶵᲔຍᕤ࡛ྍ⬟࡞ᶓ⁁(Micro
Retentive Groove㸪௨ୗ MRG㸪ᅗ㸯)ࢆ⪃ࡋ㸪࣑ࣝࢼࣈࣛࢫࢺฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࡶࡢྠ➼௨ୖࡢ
᥋╔ᙉࡉࢆ♧ࡍࡇࢆ᫂ࡽࡋࡓ 2㸧㸬୍᪉࡛㸪MRG ࡢ⮫ᗋᛂ⏝㝿ࡋ㸪ྍ⬟࡞⁁ࡢᩘࡸ
⨨ไ㝈ࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪⁁ࡢᩘࡸຍᕤ⨨ࡢኚࡼࡿ᥋╔ᙉࡉࡢᙳ㡪
ࡘ࠸࡚᫂ࡽࡍࡿࡇࡣ㸪㔜せ࡞ࢫࢸࢵࣉ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢡࣛ࢘ࣥෆ㠃ࡋ
ࡓ⁁ࡢ⨨ࡀ᥋╔ᙉࡉ࠾ࡼࡰࡍᙳ㡪ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ㸬
ϩ㸬ᮦᩱ࠾ࡼࡧ᪉ἲ
ᮏ◊✲ࡣ㸪CAD/CAM⏝ࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡ㸦CERASMART270㸪ࢪ࣮ࢩ࣮㸧㸪ࣉ࣐࣮ࣛే⏝
ྍ⬟ᆺࢭࣝࣇࢻࣄ࣮ࢩࣈࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ㸦G-CEM One㸪ࢪ࣮ࢩ࣮㸧㸪ࣉ࣐࣮ࣛ㸦G-Multi Primer㸪
ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ࢆ⏝ࡋ㸪ᨭྎࡣࢫࢸࣥࣞࢫ࡚〇సࡋࡓ㸬MRGࡢタィࡣ㐣ཤࡢሗ࿌2㸧ࡽ㸪῝ࡉ
100µm㸪ࢭ࣓ࣥࢺࢫ࣮࣌ࢫ40 µmࡋࡓࡶࡢࢆࢡࣛ࢘ࣥᙧែࡢヨ㦂∦ෆ㠃ຍᕤࡋࡓ㸬ヨ㦂∦ࡣ㸪
ࢡࣛ࢘ࣥෆ㠃ࡢ㍈㠃㒊5⟠ᡤࡢ⨨ࢆタᐃࡋ㸪
ည㢌㡬ഃࢆ
Ϩ㸪ṑ㢕ഃࢆϬࡋࡓ࠺࠼࡛㸪ϨϩϪ㸪ϩϪϫ㸪ϪϫϬࡢ3
ᮏࡢMRGࢆࡍࡿ3᮲௳ࡋࡓ㸬ྛ᮲௳ࡘࡁ7ಶ㸪ྜィ21
ಶࡢヨ㦂∦ࢆ〇సࡋࡓ㸬ヨ㦂∦ࡣࣉ࣐࣮ࣛฎ⌮ᚋࢫࢸࣥࣞࢫ
ᨭྎ╔ࡋ㸪37ΥỈ୰24㛫ᾐₕᚋ㸪ᘬᢤࡁ᥋╔ヨ㦂㸦MPa㸧
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬 ᐃ⤖ᯝࡣ㸪୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ࡚⤫ィฎ⌮ࢆ⾜ࡗ
ࡓ㸬ᘬᢤࡁ᥋╔ヨ㦂ᚋࡢヨ㦂∦ࡣ㸪ᐇయ㢧ᚤ㙾ࡼࡿ◚ቯᙧែ
ࡢほᐹ㸪࠾ࡼࡧ㉮ᰝ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾ࢆ⏝࠸ࡓ᥋╔⏺㠃ࡢほᐹࢆ⾜ࡗ
ࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ࠾ࡼࡧ⪃ᐹ
ヨ㦂ࡢ⤖ᯝ㸪ϩϪϫ࡛ 11.2±1.6 (MPa)᭱ࡶ㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓ
ࡀ㸪3 ᮲௳ࡢ㛫࡛㸪᥋╔ᙉࡉ᭷ព࡞ᕪࡣㄆࡵ࡞ࡗࡓ㸬◚ቯ
ᅗ㸯 ෆ㠃 MRG ࡀࡉࢀ
ᙧែࡣ㸪ϨϩϪ࡛ࡣ㸪ࣈࣟࢵࢡࡢ㒊ศⓗ࡞จ㞟◚ቯࢆ᭱ࡶከࡃ
ㄆࡵ㸪ϩϪϫ㸪ϪϫϬṑ㢁㒊ྥ࠺ᚑࡗ࡚㸪ࣈࣟࢵࢡࡢ
ࡓࢡࣛ࢘ࣥ
㒊ศⓗ࡞จ㞟◚ቯࡣῶᑡࡋ㸪ࡑࢀᚑ࠸ከࡃࡢヨ㦂∦࡚
࡞จ㞟◚ቯࡀほᐹࡉࢀࡓ㸬
௨ୖࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪MRG ⨨ࡣ᥋╔ᙉࡉࡣᙳ㡪ࢆ࠼࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪ࢡࣛ࢘ࣥࡢ◚ቯᙧែࢆ
ኚࡉࡏࡿࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬
ᩥ ⊩
1) ቨ㇂▱ⱱ㸪ᓟ ⠜ྐ㸪▮㇂༤ᩥ㸬㜰ᏛṑᏛ㒊ᒓ㝔ཱྀ⭍⿵⥛⛉࡛╔ࡉࢀࡓ CAD/CAM
ࣞࢪࣥෙࡢᚋྥࡁࢥ࣮࣍ࢺ◊✲㸬᥋╔ṑᏛ 2016㸹33㸸105㸬
2) ᪂ጔ⍛⣖㸪᪂㇂୍᫂㸪ᚨ㸬CAD/CAM ෙෆ㠃ࡋࡓ⁁ࡀ᥋╔ᙉࡉ࠾ࡼࡰࡍᙳ㡪㸬
᪥⿵⥛ㄅᮾிᨭ㒊⥲࣭➨ 20 ᅇᏛ⾡ࣉࣟࢢ࣒࣭ࣛᢒ㘓㞟㸹24
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୍⯡ཱྀ₇㸪࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲⏝
୍⯡ཱྀ₇㸪࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲⏝ᢒ㘓ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ
ᢒ㘓ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ
P-17

⮻ṑ⏝
⮻ṑ⏝
CAD/CAM
CAD/CAM
ࣁࣈࣜࢵࢻࣈࣟࢵࢡࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
ࣁࣈࣜࢵࢻࣈࣟࢵࢡࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
300ࠖᑐࡍࡿྛ✀ࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ
300ࠖᑐࡍࡿྛ✀ࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ
ࡢ᥋╔⪏ஂᛶホ౯
ࡢ᥋╔⪏ஂᛶホ౯
⸨ۑぢ⠜ྐ㸪᭷⏣᫂ྐ㸪⇃㇂▱ᘯ
⸨ۑぢ⠜ྐ㸪᭷⏣᫂ྐ㸪⇃㇂▱ᘯ
ᰴᘧ♫ࢪ࣮ࢩ࣮
ᰴᘧ♫ࢪ࣮ࢩ࣮◊✲ᡤ
◊✲ᡤ
Evaluation
Evaluationof ofbonding
bondingdurability
durabilityof ofadhesive
adhesiveresin
resincement
cementto toa aCAD/CAM
CAD/CAMhybrid
hybridblock
blockforfor
molars‘CERASMART
molars‘CERASMART
300’
300’
Fujimi
Fujimi
A㸪Arita
A㸪Arita
A㸪Kumagai
A㸪Kumagai
TT
GCGC
CORPORATION
CORPORATIONR&D
R&D
Ϩ㸬┠ⓗ
Ϩ㸬┠ⓗ
CAD/CAM
CAD/CAM
ෙࡣ
ෙࡣ
2014
2014
ᖺᖺ
4 ᭶ᑠ⮻ṑಖ㝤㐺⏝ࡉࢀ࡚௨᮶㸪ᅜෆᕷሙ࡛ᛴ㏿ᬑཬࡋ㸪ࡲࡓ
4 ᭶ᑠ⮻ṑಖ㝤㐺⏝ࡉࢀ࡚௨᮶㸪ᅜෆᕷሙ࡛ᛴ㏿ᬑཬࡋ㸪ࡲࡓ
㐺ྜ⢭ᗘࡸ᥋╔ᛶホ౯➼ࡢᏛ⾡ⓗሗ࿌ࡶከࡃ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬
㐺ྜ⢭ᗘࡸ᥋╔ᛶホ౯➼ࡢᏛ⾡ⓗሗ࿌ࡶከࡃ࡞ࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬
ࡑࡋ࡚㸪2017
ࡑࡋ࡚㸪2017
ᖺᖺ
1212
᭶ࡣ⮻ṑࡶಖ㝤㐺⏝ࡀጞࡲࡾ㸪CAD/CAM
᭶ࡣ⮻ṑࡶಖ㝤㐺⏝ࡀጞࡲࡾ㸪CAD/CAM
ෙᮦᩱ(ϩ)(⮻ṑ㐺⏝)
ෙᮦᩱ(ϩ)(⮻ṑ㐺⏝)
࡛࠶ࡿࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
࡛࠶ࡿࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
300ࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛➨୍⮻ṑࡢ
300ࠖࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛➨୍⮻ṑࡢ
CAD/CAM
CAD/CAM
ෙ࡛ࡢಖ㝤デ⒪ࡀྍ⬟
ෙ࡛ࡢಖ㝤デ⒪ࡀྍ⬟
࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡋ㸪⮻ṑ㐺⏝࠾ࡅࡿ⮫ᗋࢆ⪃࠼ࡓሙྜ㸪⮻ṑࡣᑠ⮻ṑẚ࡚ညྜᅽ
࡞ࡗࡓ㸬ࡋࡋ㸪⮻ṑ㐺⏝࠾ࡅࡿ⮫ᗋࢆ⪃࠼ࡓሙྜ㸪⮻ṑࡣᑠ⮻ṑẚ࡚ညྜᅽ
ࡸഃ᪉ᅽࡀ㧗ࡃ㸪ᙧᡂࡶ㞴ࡋ࠸ࡶ࠶ࡾ㸪ࢭ࣓ࣥࢺ᥋╔࠾࠸࡚ࡣᑠ⮻ṑ
ࡸഃ᪉ᅽࡀ㧗ࡃ㸪ᙧᡂࡶ㞴ࡋ࠸ࡶ࠶ࡾ㸪ࢭ࣓ࣥࢺ᥋╔࠾࠸࡚ࡣᑠ⮻ṑ
CAD/CAM
CAD/CAM
ෙࡼࡾ
ෙࡼࡾ
ࡶ㧗࠸᥋╔ᛶ㸪ࢭ࣓ࣥࢺཌࡉᙳ㡪ࡉࢀ࡞࠸Ᏻᐃᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬
ࡶ㧗࠸᥋╔ᛶ㸪ࢭ࣓ࣥࢺཌࡉᙳ㡪ࡉࢀ࡞࠸Ᏻᐃᛶࡀồࡵࡽࢀࡿ㸬
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ⮻ṑ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣈࣟࢵࢡࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
ࡑࡇ࡛㸪ᮏ◊✲࡛ࡣ⮻ṑ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣈࣟࢵࢡࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ300ࠖࢆ⏝࠸㸪ྛ✀ࣞࢪ
300ࠖࢆ⏝࠸㸪ྛ✀ࣞࢪ
ࣥࢭ࣓ࣥࢺࢆ⏝࠸ࡓ㝿ࡢ᥋╔ᛶ㸪
ࣥࢭ࣓ࣥࢺࢆ⏝࠸ࡓ㝿ࡢ᥋╔ᛶ㸪
ཬࡧࢭ࣓ࣥࢺཌࡉࡼࡿᙳ㡪ࢆ᳨ドࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ㸬
ཬࡧࢭ࣓ࣥࢺཌࡉࡼࡿᙳ㡪ࢆ᳨ドࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
⮻ṑ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣈࣟࢵࢡࡋ࡚ࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ300ࠖ㸪ࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺࡋ࡚ࠕࢪ࣮
⮻ṑ⏝ࣁࣈࣜࢵࢻࣈࣟࢵࢡࡋ࡚ࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ300ࠖ㸪ࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺࡋ࡚ࠕࢪ࣮
ࢭ࣒ONEࠖཬࡧA♫〇ရࢆ⏝࠸,⮫ᗋࢆᐃࡋࡓࢭ࣓ࣥࢺཌࡉࢆኚ࠼ࡓ᮲௳࡛㸪∵ṑ㇟∳㉁ᑐ
ࢭ࣒ONEࠖཬࡧA♫〇ရࢆ⏝࠸,⮫ᗋࢆᐃࡋࡓࢭ࣓ࣥࢺཌࡉࢆኚ࠼ࡓ᮲௳࡛㸪∵ṑ㇟∳㉁ᑐ
ࡍࡿᚤᑠᘬᙇ᥋╔ヨ㦂ࢆᐇࡋࡓ.
ࡍࡿᚤᑠᘬᙇ᥋╔ヨ㦂ࢆᐇࡋࡓ.
ࡲࡎ,∵ṑ㇟∳㉁ࢆ⪏Ỉ◊☻⣬
ࡲࡎ,∵ṑ㇟∳㉁ࢆ⪏Ỉ◊☻⣬#600࡛◊☻ࡋ,᥋╔ᙉࣉ࣐࣮ࣛ㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ཬࡧA♫ᨭྎ
#600࡛◊☻ࡋ,᥋╔ᙉࣉ࣐࣮ࣛ㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ཬࡧA♫ᨭྎ
ṑ⏝ࣉ࣐࣮࡛ࣛฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࣈࣟࢵࢡࡣ1.5mmࡢᯈ≧ษฟࡋ㸪◊☻ᚋ㸪᥋╔㠃ࡢ࣑ࣝ
ṑ⏝ࣉ࣐࣮࡛ࣛฎ⌮ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࣈࣟࢵࢡࡣ1.5mmࡢᯈ≧ษฟࡋ㸪◊☻ᚋ㸪᥋╔㠃ࡢ࣑ࣝ
ࢼࢧࣥࢻࣈࣛࢫࢺฎ⌮㸦0.15MPa㸧ࢆ⾜࠸㸪␃Ỉ࡚5ศ㛫ࡢ㉸㡢ἼὙίࢆ⾜ࡗࡓᚋ,⇱ࡋ
ࢼࢧࣥࢻࣈࣛࢫࢺฎ⌮㸦0.15MPa㸧ࢆ⾜࠸㸪␃Ỉ࡚5ศ㛫ࡢ㉸㡢ἼὙίࢆ⾜ࡗࡓᚋ,⇱ࡋ
ࡓ᥋╔㠃ࢆG-࣐ࣝࢳࣉ࣐࣮ࣛ㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ࡲࡓࡣA♫ࣈࣟࢵࢡ⏝ࣉ࣐࣮࡛ࣛฎ⌮ࡋ㸪⿕╔
ࡓ᥋╔㠃ࢆG-࣐ࣝࢳࣉ࣐࣮ࣛ㸦ࢪ࣮ࢩ࣮㸧ࡲࡓࡣA♫ࣈࣟࢵࢡ⏝ࣉ࣐࣮࡛ࣛฎ⌮ࡋ㸪⿕╔
యࡋࡓ㸬ࢭ࣓ࣥࢺᒙࡢཌࡉ100㸪300ȣmࡢ2᮲௳ࢆࢸࣇࣟࣥࢸ࣮ࣉ࡛つᐃࡋ,ࣈࣟࢵࢡ∵ṑ
యࡋࡓ㸬ࢭ࣓ࣥࢺᒙࡢཌࡉ100㸪300ȣmࡢ2᮲௳ࢆࢸࣇࣟࣥࢸ࣮ࣉ࡛つᐃࡋ,ࣈࣟࢵࢡ∵ṑ
㇟∳㉁ࢆྛࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ࡛᥋╔ࡉࡏ,10NࡢⲴ㔜ࢆ10⛊㛫ࡅ࡚ᅽ᥋ࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪ࣈࣟࢵ
㇟∳㉁ࢆྛࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ࡛᥋╔ࡉࡏ,10NࡢⲴ㔜ࢆ10⛊㛫ࡅ࡚ᅽ᥋ࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪ࣈࣟࢵ
ࢡࢆࡋ࡚G-Light
ࢡࢆࡋ࡚G-Light
Primaϩ࡛20⛊㛫ග↷ᑕࡋ࡚ࢭ࣓ࣥࢺࢆ◳ࡉࡏ㸪ΥỈ୰࡛24㛫ಖ⟶
Primaϩ࡛20⛊㛫ග↷ᑕࡋ࡚ࢭ࣓ࣥࢺࢆ◳ࡉࡏ㸪ΥỈ୰࡛24㛫ಖ⟶
ࡋࡓ㸬ࢧ࣮࣐ࣝ㈇Ⲵࢆࡅࡿሙྜࡣ5Υ㸪55ΥࡢỈ୰ྛ30⛊㛫ᾐₕࡉࡏࡿ᧯సࢆ5000ᅇᐇ
ࡋࡓ㸬ࢧ࣮࣐ࣝ㈇Ⲵࢆࡅࡿሙྜࡣ5Υ㸪55ΥࡢỈ୰ྛ30⛊㛫ᾐₕࡉࡏࡿ᧯సࢆ5000ᅇᐇ
2 2
ࡋࡓ㸬
ࡋࡓ㸬
ヨ㦂యࡢ⿕╔㠃✚ࡀ1.0mm
ヨ㦂యࡢ⿕╔㠃✚ࡀ1.0mm
࡞ࡿࡼ࠺⢭ᐦప㏿ษ᩿ᶵࢆ⏝࠸࡚Წᆺษࡾฟࡋ,࣮࢜
࡞ࡿࡼ࠺⢭ᐦప㏿ษ᩿ᶵࢆ⏝࠸࡚Წᆺษࡾฟࡋ,࣮࢜
ࢺࢢࣛࣇ࡚ᚤᑠᘬᙇ᥋╔ヨ㦂
ࢺࢢࣛࣇ࡚ᚤᑠᘬᙇ᥋╔ヨ㦂(ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ1
(ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ1mm/min)ࢆ⾜࠸[n=7],ᚓࡽࢀࡓ⤖
mm/min)ࢆ⾜࠸[n=7],ᚓࡽࢀࡓ⤖
ᯝࡣ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ㸦Tukey
ᯝࡣ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ㸦Tukeytest㸪p<0.05㸧࡚⤫ィฎ⌮ࢆᐇࡋࡓ㸬
test㸪p<0.05㸧࡚⤫ィฎ⌮ࢆᐇࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
⤖ᯝࢆ
⤖ᯝࢆ
Fig.1
Fig.1
♧ࡍ㸬ࢪ࣮ࢭ࣒
♧ࡍ㸬ࢪ࣮ࢭ࣒
ONE
ONE
࠾
࠾
࠸࡚ࡣࢭ࣓ࣥࢺཌࡉࡸࢧ࣮࣐ࣝ㈇Ⲵ๓ᚋ࡛
࠸࡚ࡣࢭ࣓ࣥࢺཌࡉࡸࢧ࣮࣐ࣝ㈇Ⲵ๓ᚋ࡛
⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬
⤫ィⓗ࡞᭷ពᕪࡣぢࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬
ࡇࢀࡣ㸪
ࡇࢀࡣ㸪
ࢪ࣮ࢭ࣒
ࢪ࣮ࢭ࣒
ONE
ONE
ࡢ᥋╔ࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ㇟∳㉁
ࡢ᥋╔ࢩࢫࢸ࣒ࡼࡾ㇟∳㉁
/ࢭ࣓ࣥࢺ/ࣈࣟࢵࢡࡀᙉᅛᏛ⤖ྜࡋ࡚
/ࢭ࣓ࣥࢺ/ࣈࣟࢵࢡࡀᙉᅛᏛ⤖ྜࡋ࡚
࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
࠸ࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
௨ୖࡼࡾ㸪⮻ṑ⏝
௨ୖࡼࡾ㸪⮻ṑ⏝
CAD/CAM
CAD/CAM
ࣁࣈࣜࢵ
ࣁࣈࣜࢵ
ࢻࣈࣟࢵࢡࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
ࢻࣈࣟࢵࢡࠕࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ300ࠖࡢ᥋╔
300ࠖࡢ᥋╔
ࡣ,ࢪ࣮ࢭ࣒
ࡣ,ࢪ࣮ࢭ࣒ONE
ONEࡢ᥋╔ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡿ
ࡢ᥋╔ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡿ
ࡇ࡛,Ᏻᐃࡋࡓ᥋╔ᛶࢆ♧ࡍࡇࢆ☜ㄆ
ࡇ࡛,Ᏻᐃࡋࡓ᥋╔ᛶࢆ♧ࡍࡇࢆ☜ㄆ
ࡋࡓ㸬ࡼࡗ࡚㸪⮻ṑ㐺⏝࠾ࡅࡿ⮫ᗋ
ࡋࡓ㸬ࡼࡗ࡚㸪⮻ṑ㐺⏝࠾ࡅࡿ⮫ᗋ
࠾࠸࡚ࡶඃࢀࡓᡂ⦼ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽ
࠾࠸࡚ࡶඃࢀࡓᡂ⦼ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽ
Fig.1
Fig.1
ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
ࢭࣛࢫ࣐࣮ࢺ
300300
ᑐࡍࡿᚤᑠᘬᙇ
ᑐࡍࡿᚤᑠᘬᙇ
ࢀࡿ㸬
ࢀࡿ㸬
᥋╔ᙉࡉ
᥋╔ᙉࡉ
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P-18

7.0Tesla MRI ࢫ࢟ࣕࢼ࣮࠾ࡅࡿṑ⛉⿵⥛≀ࡼࡿ㔠ᒓ࣮ࢳࣇࢡࢺࡢほᐹ
ۑ୰㔛ᩥ㤶㸪ᑠᯘ⌶ஓ㸪⡿⃝ ᝆ㸪Ᏻ⸤Ἃ⧊㸪ஂಖ⏣ᑗྐ㸪㏆⸨ᑦ▱
ᒾᡭ་⛉ᏛṑᏛ㒊⿵⥛࣭ࣥࣉࣛࣥࢺᏛㅮᗙ
The study of metal artifacts caused by dental prosthesis on 7.0 Tesla MRI

Nakasato A㸪Kobayashi T㸪Yonezawa Y㸪Aki S㸪Kubota M㸪Kondo H

Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School of Dentistry, Iwate Medical University

Ϩ㸬┠ⓗ
᰾☢Ẽඹ㬆⏬ീ(Magnetic resonance imaging: MRI)ࡣ㸪ᨺᑕ⥺⿕⇿ࡀ࡞ࡃ㠀くⓗ࡛࠶ࡾ㌾⤌
⧊ࡢᥥฟඃࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵᗈࡃᬑཬࡋ࡚࠸ࡿ㸬㏆ᖺ㸪MRI ࡢ㧗☢ሙࡼࡗ࡚㧗ゎീᗘࡀ㐍
ࡴ୍᪉㸪⏬ീデ᩿ࡢᙳ㡪ࢆ࠼ࡿ☢⋡ຠᯝࡼࡿ⏬ീࡢṍࡳࡸ࣮ࢳࣇࢡࢺࡀၥ㢟ど
ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬 ࣇࣥࢺ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ㐣ཤࡢ◊✲࡛ࡣ 7.0 Tesla MRI ࡼࡿീ࠾࠸࡚㸪☢ᛶ
ࢱࢵࢳ࣓ࣥࢺ௨እࡢṑ⛉⏝㔠ᒓᮦᩱࡢᏳᛶࡀ≌ᘬ࡞ࡽࡧⓎ⇕㛵ࡋ࡚☜ㄆࡉࢀ㸪ࡲࡓ
࣮ࢳࣇࢡࢺ㛵ࡋ࡚ࡣ㸪Ti ྜ㔠ࡸ Co-Cr ྜ㔠ㄆࡵࡽࢀࡿࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬7.0
Tesla MRI ࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡼࡿ୍㒊ࡢ㔠ᒓࢆ㝖ࡃṑ⛉⏝㔠ᒓ╔ᝈ⪅ࡢീࡢᏳᛶࡀ᫂ࡽ
࡞ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪ࣄࢺࢆᑐ㇟ṑ⛉⏝㔠ᒓྵ᭷ᅛᐃᛶ⿵⥛⨨⪅↓ṑ㢡⪅ࡢ࣮ࢳࣇࢡ
ࢺࡢ㐪࠸ࢆẚ㍑ࡋࡓ◊✲ࡣᑡ࡞࠸㸬7.0 Tesla MRI ⨨ࢆ⏝࠸࡚㸪ᅛᐃᛶ⿵⥛⨨╔᭷ṑ㢡
㧗㱋⪅↓ṑ㢡㧗㱋⪅ࡢീࢆ⾜࠺ᶵࢆᚓࡓࡢ࡛㸪ྛ✀ࢩ࣮ࢡ࢚ࣥࢫࡼࡿീἲ࡛ࡢ㔠
ᒓ࣮ࢳࣇࢡࢺࡢ⏬ീࡢᙳ㡪ࢆࡇࡇሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
⿕㦂⪅ࡣ㸪ᅛᐃᛶ⿵⥛⨨╔᭷ṑ㢡⪅70ṓዪᛶ࡞ࡽࡧୖୗ↓ṑ㢡⪅73ṓዪᛶࡋࡓ㸬
ᅛᐃᛶ⿵⥛⨨╔᭷ṑ㢡⪅ࡣ㸪୧ഃ≧ཱྀ⦕㒊ୖ㢡㦵ࢆᅛᐃࡋࡓࢳࢱࣥࣉ࣮ࣞࢺ㸪#17
16ࣥࣉࣛࣥࢺ㸪#15 13 12 11 21 22 23 25 26 27 ᨭྎ㗪㐀ࣈࣜࢵࢪ (㔠㖟ࣃࣛࢪ࣒࢘ྜ㔠)ࢆ
╔ࡋ࡚࠸ࡿ㸬⏝ࡋࡓMRI⨨ࡣ7.0 Tesla MRIࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦MR950㸪GE Medical Systems㸪
Waukesha㸪U.S.A㸧ࢆ⏝࠸㸪ീἲࡣ3ḟඖT1ᙉㄪ⏬ീ㸦T1-weighted 3D-FSPGR : 3D-fast spoiled
gradient recalled acquisition in the steady state㸧T2ᙉㄪ㧗㏿ീ㸦T2-weighted GRE EPI : Echo
planar imaging㸧ࢆ⾜ࡗࡓ㸬⿕㦂⪅㛫࡛ࡢ⬻ᙧែࡢ⿵ṇࡋ࡚㸪T1ᙉㄪ⏬ീEPI⏬ീࢆࣇ
ࣥኚࡋMontrol Neurological Institute(MNI)ᗙᶆ⣔ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ⬻ᶆ‽ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡑࡢ
ᚋ㸪⿕㦂⪅ࡢT1ᙉㄪ⏬ീ࡞ࡽࡧEPI⏬ീࡢࡑࢀࡒࢀࢥࣥࢺࣛࢫࢺࢆྜࢃࡏ㸪▮≧᩿࣭ෙ≧
᩿࣭Ỉᖹ᩿ࡈほᐹࢆ⾜ࡗࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
T1 ᙉㄪ⏬ീ࠾࠸࡚㸪▮≧᩿࡛ࡣ㸪᭷ṑ㢡㧗㱋⪅࡞ࡽࡧ↓ṑ㢡⪅ࡶ๓㢌ⴥୗ⦕㸪⪥
㒊┦ᙜ㒊ࡢഃ㢌ⴥ☢⋡࣮ࢳࣇࢡࢺࢆㄆࡵࡓ㸬ෙ≧᩿࠾࠸࡚ࡣ㸪᭷ṑ㢡㧗㱋⪅࡞
ࡽࡧ↓ṑ㢡㧗㱋⪅࠾࠸࡚║⌫㒊ࡀ☜ㄆ࡛ࡁ㸪๓㢌ⴥୗ⦕☢⋡࣮ࢳࣇࢡࢺࢆㄆ
ࡵࡓ㸬Ỉᖹ᩿㛵ࡋ࡚ࡣ㸪᭷ṑ㢡⪅࡞ࡽࡧ↓ṑ㢡⪅ࡶ⠠㦵Ὕ㒊☢⋡࣮ࢳࣇ
ࢡࢺࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬EPI ⏬ീ࠾࠸࡚ࡶ㸪T1 ᙉㄪ⏬ീྠ㒊☢⋡࣮ࢳࣇࢡࢺࡼ
ࡿ⏬ീࡢḞᦆࡀㄆࡵࡽࢀ᭷ṑ㢡⪅↓ṑ㢡⪅ࡢ⏬ീᡤぢṑ⛉⏝㔠ᒓࡼࡿ࣮ࢳࣇࢡࢺ
ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬
↓ṑ㢡⪅ᅛᐃᛶ⿵⥛⨨╔᭷ṑ㢡⪅ࡢ 7.0 Tesla MRI ࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ⏬ീᡤぢ
ࡁ࡞ᕪࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊ⏬ീࡢḞᦆ㒊ࡣ๓㢌Ὕ㸪⠠㦵Ὕ࡞ࡽࡧங✺⻏ᕢ࡞ࡢ✵Ẽࡀᙳ㡪
ࡍࡿ☢⋡࣮ࢳࣇࢡࢺࡢᙳ㡪ࡔ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡑࡢࡓࡵ㸪ࣥࣉࣛࣥࢺࡸୖ㢡㦵ᅛᐃ⏝
ࢳࢱࣥࣉ࣮ࣞࢺ㸪㔠㖟ࣃࣛࢪ࣒࢘ྜ㔠ࡼࡿ⿵⥛⨨➼ࡢṑ⛉⏝㔠ᒓ╔ࡣ㸪7.0 Tesla MRI
ࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝ࡋࡓ T1 ᙉㄪ⏬ീ࡞ࡽࡧ EPI ⏬ീࡼࡿ⏬ീデ᩿ᙳ㡪ࡀ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ♧
၀ࡉࢀࡓ㸬ࡋࡋ㸪7.0 Tesla MRI ࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸ࡓṑ⛉⏝㔠ᒓࡢ⬻⏬ീࡢᙳ㡪ࢆࣄࢺ࡛
❧ドࡍࡿࡣ㸪ࢆቑࡸࡋ㸪㒊ࡈࡢ⣽࡞ホ౯ࡀᚲせ࡞ࡾᚋࡢ᳨ウㄢ㢟࡞ࡗࡓ㸬
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Ce-TZP/A ࢆ⏝࠸ࡓࢸࣞࢫࢥ࣮ࣉࢡࣛ࢘ࣥࡢᙧែࡀእෙࡢ◚ᢡᙉᗘཬࡰࡍᙳ㡪
ۑᰘ⏣㥴ு㸪㫽ඞ㸪ྜྷᕝభ㍜㸪⸨ᮌ ഔ㸪⏣୰㡰Ꮚ㸪⏣୰ᫀ༤
㜰ṑ⛉Ꮫ᭷ṑ⿵⥛ညྜᏛㅮᗙ
Influence of the form of the konus telescopic crown using Ce-TZP/A on the fracture strength of the
secondary crown
Shibata S, Torii K, Yoshikawa Y, Fujiki S, Tanaka J, Tanaka M
Department of Fixed Prosthodontics and Occulusion, Osaka Dental University

Ϩ㸬┠ⓗ
ᙜㅮᗙ࡛ࡣ Ce-TZP/A ࢆ⏝࠸ࡓࢥ࣮ࢾࢫࢸࣞࢫࢥ࣮ࣉࢡࣛ࢘ࣥࡢ⮫ᗋᛂ⏝ࢆ┠ᣦࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛
ࢸ࣮ࣃ࣮ゅࡸⲴ㔜㔞ࡀእෙࡢ⥔ᣢຊ࠾ࡼࡧỿࡳ㎸ࡳ㔞ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᫂ࡽࡋࡓ㸬 ࡲࡓ㸪╔⬺ᅇ
ᩘࡀ⥔ᣢຊཬࡰࡍᙳ㡪ࡘ࠸࡚ࡶ⌧ᅾ㸪᳨ウࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡋ㸪⬤ᛶᮦᩱ࡛࠶ࡿ Ce-TZP/A
ࢆ⏝࠸ࡓእෙࡢ◚ᢡᙉᗘࡣ᫂ࡽ࡛ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ࢸ࣮ࣃ࣮ゅ࠾ࡼࡧእෙࡢཌࡳࡀእ
ෙࡢ◚ᢡᙉᗘཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ࢥ࣮ࢾࢫࢸࣞࢫࢥ࣮ࣉࢡࣛ࢘ࣥࡢ〇స࠶ࡓࡗ࡚㸪ෆෙ࠾ࡼࡧእෙࡢᮦᩱࡣ Ce-TZP/A㸦KZR-CAD
ࢼࣀࢪࣝࢥࢽ㸪YAMAKIN㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ᨭྎṑࡣᑠ⮻ṑࢆᐃࡋ㸪ෆෙࢆ㛗ᚄ 8 mm㸪▷ᚄ 6 mm㸪
㧗ᚄ 7 mm ࡢࣇࣛࢵࢺࢺࢵࣉᆺࡢᴃᙧࡋࡓ㸬ࢸ࣮ࣃ࣮ゅࢆ 2r࠾ࡼࡧ 4°㸪ཌࡳ 0.5 mm ࡢ᮲௳
࡛ṑ⛉⏝ CAD/CAM ⨨㸦D700㸪3Shape / DIPRO CS-9㸪ࢹࢪࢱࣝࣉࣟࢭࢫ㸧ࢆ⏝࠸࡚〇సࡋࡓ㸬ḟ
㸪ࢹࣗࣝ࢟ࣗᆺᨭྎ⠏㐀⏝ࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺࣞࢪࣥ㸦ࢪ࣮ࢩ࣮ࣘࢽࣇࣝࢥ EM㸪GC㸧࡛〇స
ࡋࡓᨭྎṑෆෙࢆ᥋╔ᛶࣞࢪࣥࢭ࣓ࣥࢺ㸦SA ࢭ࣓ࣥࢺࣉࣛࢫ ࣮࢜ࢺ࣑ࢵࢡࢫ㸪ࢡࣛࣞࣀࣜࢱࢣ㸧
࡛᥋╔ࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪ෆෙ⾲㠃ࢆ㙾㠃◊☻ࡋ㸪࣮ࣞࢨ࣮ࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸࡚ࢫ࢟ࣕࣥࡋ㸪እෙࢆ CAD
ࢯࣇࢺ࢙࢘㸦Dental Designer 2017㸪3Shape㸧࡚タィࡋࡓ㸬ෆෙእෙࡢࢫ࣮࣌ࢫ㔞ࢆ 8 ȣm
ࡋ㸪እෙࡢཌࡳࢆ 0.5 mm ࠾ࡼࡧ 1.0 mm ࡢ 2 ᮲௳ࡋࡓ㸬
ḟ㸪CAM ⨨ࢆ⏝࠸࡚እෙࢆ〇సࡋࡓ㸬࡞࠾㸪እෙෆ㠃ࡢ◊☻ࡣ⾜ࢃ࡞ࡗࡓ㸬ヨᩱࡣࢸ࣮ࣃ
࣮ゅ 2°࠾ࡼࡧ 4°㸪እෙࡢཌࡳ 0.5 mm ࠾ࡼࡧ 1.0 mm ࡢ 4 ᮲௳࡛㸪ෆෙ࠾ࡼࡧእෙࢆࡑࢀࡒࢀ 3 ಶࡎ
ࡘ〇సࡋࡓ㸬
እෙࡢ◚ᢡᙉᗘヨ㦂ࡣ㸪ෆෙእෙࢆࡋ㸪እෙညྜ㠃୰ኸ㒊ȭ10 mm ࡢࢫࢸࣥࣞࢫ㗰⌫ࢆ
ᅾࡉࡏ㸪⢭ᐦ⬟ヨ㦂ᶵ㸦AUTOGRAPH AGS-J 5kN㸪ᓥὠ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࢡࣟࢫ࣊ࢵࢻࢫࣆ࣮ࢻ 0.5
mm/min ࡛ᆶ┤Ⲵ㔜ࢆຍ࠼ࡓ㸬እෙࡀ◚ᢡࡋࡓⲴ㔜್ࢆ◚ᢡᙉᗘࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ࢸ࣮ࣃ࣮ゅ 2r࠾࠸࡚㸪እෙࡢཌࡳ 0.5 mm ࠾ࡼࡧ 1.0 mm ࡢ◚ᢡᙉᗘ㸦mean±1.S.D.㸧ࡣࡑࢀࡒ
ࢀ 276±39 N ࠾ࡼࡧ 1,326±177 N ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࢸ࣮ࣃ࣮ゅ 4r࠾࠸࡚ࡣእෙࡢཌࡳ 0.5 mm ࠾ࡼࡧ
1.0 mm ࡢ◚ᢡᙉᗘࡣࡑࢀࡒࢀ 1,054±417 N ࠾ࡼࡧ 2,828±367 N ࡛࠶ࡗࡓ㸬ࢸ࣮ࣃ࣮ゅࡀࡁࡃ㸪
እෙࡢཌࡳࡀཌ࠸◚ᢡᙉᗘࡣ㧗ࡃ࡞ࡿഴྥࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬
࡞࠾㸪ࡍ࡚ࡢヨᩱ࡛እෙ◚ᢡෆෙࡢ◚ᢡࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬ᡂேࡢ⮻ṑ࠾ࡅࡿညྜຊ
ࡣ୍⯡ⓗ 600~700 N ⛬ᗘࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࡽ㸪⮫ᗋ࠾࠸࡚ࢸ࣮ࣃ࣮ゅࢆ 2rタᐃࡋࡓሙྜ
ࡣ㸪እෙࡢཌࡳࢆ⪃៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬
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ᑂ⨾ṑ⛉ಟ࠾ࡅࡿගᏛⓗࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥゎᯒ
ᑂ⨾ṑ⛉ಟ࠾ࡅࡿගᏛⓗࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥゎᯒ
ᑂ⨾ṑ⛉ಟ࠾ࡅࡿගᏛⓗࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥゎᯒ
-➨
-➨
3-➨
ሗ
3ሗ
3ṑෙᙧែࣔࢹࣝ࠾ࡅࡿග⥺⤒㊰ゎᯒሗṑෙᙧែࣔࢹࣝ࠾ࡅࡿග⥺⤒㊰ゎᯒṑෙᙧែࣔࢹࣝ࠾ࡅࡿග⥺⤒㊰ゎᯒ1 1 1
1 1 1
2 2 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1
ۑኳ⩚ᗣ
ۑኳ⩚ᗣ
ۑኳ⩚ᗣ
㸪ⱝᯘ୍㐨
㸪ⱝᯘ୍㐨
㸪ⱝᯘ୍㐨
㸪㓇ⱥᶞ
㸪㓇ⱥᶞ
㸪㓇ⱥᶞ
㸪ᮌᯘ༤அ
㸪ᮌᯘ༤அ
㸪ᮌᯘ༤அ
㸪୰ᮧ㝯ᚿ
㸪୰ᮧ㝯ᚿ
㸪୰ᮧ㝯ᚿ
㸪▮㇂༤ᩥ
㸪▮㇂༤ᩥ
㸪▮㇂༤ᩥ
1 1 1
㜰ᏛᏛ㝔ṑᏛ◊✲⛉
㜰ᏛᏛ㝔ṑᏛ◊✲⛉
㜰ᏛᏛ㝔ṑᏛ◊✲⛉
㢡ཱྀ⭍ᶵ⬟ᘓᏛㅮᗙ
㢡ཱྀ⭍ᶵ⬟ᘓᏛㅮᗙ
㢡ཱྀ⭍ᶵ⬟ᘓᏛㅮᗙ
ࢡࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ⿵⥛Ꮫศ㔝
ࢡࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ⿵⥛Ꮫศ㔝
ࢡࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ⿵⥛Ꮫศ㔝
2 2 2
㜰ᕷ❧ᏛᏛ㝔
㜰ᕷ❧ᏛᏛ㝔
㜰ᕷ❧ᏛᏛ㝔
⏕ά⛉Ꮫ◊✲⛉
⏕ά⛉Ꮫ◊✲⛉
⏕ά⛉Ꮫ◊✲⛉
In In
silico
In
silico
silico
optical
optical
optical
analysis
analysis
analysis
of of
dental
of
dental
dental
esthetic
esthetic
esthetic
restorations
restorations
restorations
Part
Part
3Part
:3Ray
:3Ray
: path
Ray
path
analysis
path
analysis
analysis
in in
crown
in
crown
crown
model
model
model
1 1
1 1
2 2
1 1
㸪Wakabayashi
㸪Wakabayashi
㸪Wakabayashi
K1K
㸪Sakai
K
㸪Sakai
㸪Sakai
H2H
㸪Kibayashi
H
㸪Kibayashi
㸪Kibayashi
H1H
㸪Nakamura
H
㸪Nakamura
㸪Nakamura
T1㸪Yatani
T1㸪Yatani
T1㸪Yatani
H1H1H1
Amo
Amo
Amo
K1K
K
1 1 1
Department
Department
Department
of of
Fixed
of
Fixed
Fixed
Prosthodontics,
Prosthodontics,
Prosthodontics,
Osaka
Osaka
Osaka
University
University
University
Graduate
Graduate
Graduate
School
School
School
of of
Dentistry
of
Dentistry
Dentistry
2 2 2
Osaka
Osaka
Osaka
City
City
University
City
University
University
Graduate
Graduate
Graduate
School
School
School
of of
Human
of
Human
Human
Life
Life
Science
Life
Science
Science

Ϩ㸬┠ⓗ
Ϩ㸬┠ⓗ
Ϩ㸬┠ⓗ
⿵⥛ṑ⛉⒪࠾࠸࡚ࡣ㸪⿵⥛⨨ኳ↛ṑ㏆ఝࡋࡓⰍㄪ࣭ග㏱㐣ᛶࢆࡶࡓࡏࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ
⿵⥛ṑ⛉⒪࠾࠸࡚ࡣ㸪⿵⥛⨨ኳ↛ṑ㏆ఝࡋࡓⰍㄪ࣭ග㏱㐣ᛶࢆࡶࡓࡏࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ
⿵⥛ṑ⛉⒪࠾࠸࡚ࡣ㸪⿵⥛⨨ኳ↛ṑ㏆ఝࡋࡓⰍㄪ࣭ග㏱㐣ᛶࢆࡶࡓࡏࡿࡇࡀồࡵࡽࢀ
ࡿ㸬ኳ↛ṑ㏆࠸ගᏛ≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿṑෙ⿵⥛⨨ࢆ〇సࡍࡿࡓࡵࡣ㸪ධᑕࡋࡓගࡀṑ࠾ࡼࡧṑෙ⿵
ࡿ㸬ኳ↛ṑ㏆࠸ගᏛ≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿṑෙ⿵⥛⨨ࢆ〇సࡍࡿࡓࡵࡣ㸪ධᑕࡋࡓගࡀṑ࠾ࡼࡧṑෙ⿵
ࡿ㸬ኳ↛ṑ㏆࠸ගᏛ≉ᛶࢆ᭷ࡍࡿṑෙ⿵⥛⨨ࢆ〇సࡍࡿࡓࡵࡣ㸪ධᑕࡋࡓගࡀṑ࠾ࡼࡧṑෙ⿵
⥛⨨ࡢ୰࡛ࡢࡼ࠺ࡿ⯙࠺ࡢࢆศᯒࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ⰽㄪ⾲⌧ࡣ࡞࠾ṑ⛉་ᖌࡸ
⥛⨨ࡢ୰࡛ࡢࡼ࠺ࡿ⯙࠺ࡢࢆศᯒࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ⰽㄪ⾲⌧ࡣ࡞࠾ṑ⛉་ᖌࡸ
⥛⨨ࡢ୰࡛ࡢࡼ࠺ࡿ⯙࠺ࡢࢆศᯒࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡀ㸪Ⰽㄪ⾲⌧ࡣ࡞࠾ṑ⛉་ᖌࡸ
ṑ⛉ᢏᕤኈࡢ⤒㦂ࡼࡿࡇࢁࡀࡁ࠸㸬ࡶࡋ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸㸪ගࡢࡿ⯙
ṑ⛉ᢏᕤኈࡢ⤒㦂ࡼࡿࡇࢁࡀࡁ࠸㸬ࡶࡋ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸㸪ගࡢࡿ⯙
ṑ⛉ᢏᕤኈࡢ⤒㦂ࡼࡿࡇࢁࡀࡁ࠸㸬ࡶࡋ㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⏝࠸㸪ගࡢࡿ⯙
࠸ࢆᐃ㔞ⓗゎᯒࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࢀࡤ㸪ࡼࡾᑂ⨾ᛶࡢ㧗࠸ṑෙ⿵⥛⒪ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢከࡃࡢ▱ぢ
࠸ࢆᐃ㔞ⓗゎᯒࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࢀࡤ㸪ࡼࡾᑂ⨾ᛶࡢ㧗࠸ṑෙ⿵⥛⒪ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢከࡃࡢ▱ぢ
࠸ࢆᐃ㔞ⓗゎᯒࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࢀࡤ㸪ࡼࡾᑂ⨾ᛶࡢ㧗࠸ṑෙ⿵⥛⒪ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢከࡃࡢ▱ぢ
ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ᡃࠎࡣ㸪ග⥺㏣㊧ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᚲせ࡞ྛ✀ṑ⛉ᮦ
ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ᡃࠎࡣ㸪ග⥺㏣㊧ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᚲせ࡞ྛ✀ṑ⛉ᮦ
ࢆᚓࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ࡇࢀࡲ࡛ᡃࠎࡣ㸪ග⥺㏣㊧ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥᚲせ࡞ྛ✀ṑ⛉ᮦ
ᩱ࠾ࡼࡧ∵ṑࡢගᏛ≉ᛶ㸦㏱㐣⋡࣭ᑕ⋡࣭㏱㐣ศᕸ࣭ᑕศᕸ㸧ࡢ
ᩱ࠾ࡼࡧ∵ṑࡢගᏛ≉ᛶ㸦㏱㐣⋡࣭ᑕ⋡࣭㏱㐣ศᕸ࣭ᑕศᕸ㸧ࡢ
ᩱ࠾ࡼࡧ∵ṑࡢගᏛ≉ᛶ㸦㏱㐣⋡࣭ᑕ⋡࣭㏱㐣ศᕸ࣭ᑕศᕸ㸧ࡢ
ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓගᏛ≉ᛶ↷᫂タィゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘ࡼࡾගࢆ↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢගࡢఏᦙࡢ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓගᏛ≉ᛶ↷᫂タィゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘ࡼࡾගࢆ↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢගࡢఏᦙࡢ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛ᚓࡽࢀࡓගᏛ≉ᛶ↷᫂タィゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘ࡼࡾගࢆ↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢගࡢఏᦙࡢ
ᵝᏊࢆ
ᵝᏊࢆ
ᵝᏊࢆ
CADCAD
ࣔࢹࣝୖ࡛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬
CAD
ࣔࢹࣝୖ࡛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࣔࢹࣝୖ࡛ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬

ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
ୖ㢡ྑഃ୰ษṑᨭྎṑᶍᆺ࠾ࡼࡧ࣡ࢵࢡࢫ〇ୖ㢡ྑഃ୰ษṑࢆṑ⛉⏝3Dࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦KaVo
ୖ㢡ྑഃ୰ษṑᨭྎṑᶍᆺ࠾ࡼࡧ࣡ࢵࢡࢫ〇ୖ㢡ྑഃ୰ษṑࢆṑ⛉⏝3Dࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦KaVo
ୖ㢡ྑഃ୰ษṑᨭྎṑᶍᆺ࠾ࡼࡧ࣡ࢵࢡࢫ〇ୖ㢡ྑഃ୰ษṑࢆṑ⛉⏝3Dࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦KaVo
ARCTICA
ARCTICA
ARCTICA
Scan㸪KaVo㸧࡛ィ
Scan㸪KaVo㸧࡛ィ
Scan㸪KaVo㸧࡛ィ
ࡋ㸪3ḟඖࣔࢹࣜࣥࢢࢶ࣮ࣝ㸦Rhinoceros
ࡋ㸪3ḟඖࣔࢹࣜࣥࢢࢶ࣮ࣝ㸦Rhinoceros
ࡋ㸪3ḟඖࣔࢹࣜࣥࢢࢶ࣮ࣝ㸦Rhinoceros
5㸪Applicraft㸧ࢆ⏝࠸࡚CADࣔࢹࣝࢆ
5㸪Applicraft㸧ࢆ⏝࠸࡚CADࣔࢹࣝࢆ
5㸪Applicraft㸧ࢆ⏝࠸࡚CADࣔࢹࣝࢆ
సᡂࡋࡓ㸬
సᡂࡋࡓ㸬
సᡂࡋࡓ㸬
࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡〇
࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡〇
࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡〇
㸦ET-300㸪
㸦ET-300㸪
㸦ET-300㸪
ITWITW
Devcon㸧
ITW
Devcon㸧
Devcon㸧
ୖ㢡ྑഃ୰ษṑᶍᆺࡣ࣐ࢡࣟX⥺CT
ୖ㢡ྑഃ୰ษṑᶍᆺࡣ࣐ࢡࣟX⥺CT
ୖ㢡ྑഃ୰ษṑᶍᆺࡣ࣐ࢡࣟX⥺CT
㸦R_mCT2㸪
㸦R_mCT2㸪
㸦R_mCT2㸪
Rigaku㸧
Rigaku㸧
Rigaku㸧
࡛ᙳࡋ㸪
࡛ᙳࡋ㸪
࡛ᙳࡋ㸪
ᚓࡽࢀࡓDICOMࢹ࣮ࢱࡽCTࢹ࣮ࢱ⏝ゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘(VG
ᚓࡽࢀࡓDICOMࢹ࣮ࢱࡽCTࢹ࣮ࢱ⏝ゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘(VG
ᚓࡽࢀࡓDICOMࢹ࣮ࢱࡽCTࢹ࣮ࢱ⏝ゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘(VG
Studio
Studio
Studio
MAXMAX
2.0㸪
MAX
2.0㸪
Volume
2.0㸪
Volume
Volume
Graphics)
Graphics)
Graphics)
ࢆ⏝࠸࡚CADࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚㸪↷᫂タィゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘㸦LightTools
ࢆ⏝࠸࡚CADࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚㸪↷᫂タィゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘㸦LightTools
ࢆ⏝࠸࡚CADࣔࢹࣝࢆసᡂࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࣔࢹࣝࢆ⏝࠸࡚㸪↷᫂タィゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘㸦LightTools
8.5.0㸪CYBERNET㸧࡚ග⥺㏣㊧ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᐇ㦂1ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛
8.5.0㸪CYBERNET㸧࡚ග⥺㏣㊧ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᐇ㦂1ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛
8.5.0㸪CYBERNET㸧࡚ග⥺㏣㊧ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᐇ㦂1ࡋ࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢ◊✲࡛
ᐃࡋࡓ
ᐃࡋࡓ
ᐃࡋࡓ
ගᏛ≉ᛶࢆ⏝ࡋ㸪✀㢮ࡢṑෙ⿵⥛ᮦᩱ㸦ࢣ㓟ࣜࢳ࣒࢘࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࣭ࣁࣈࣜࢵࢻࣞ
ගᏛ≉ᛶࢆ⏝ࡋ㸪✀㢮ࡢṑෙ⿵⥛ᮦᩱ㸦ࢣ㓟ࣜࢳ࣒࢘࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࣭ࣁࣈࣜࢵࢻࣞ
ගᏛ≉ᛶࢆ⏝ࡋ㸪✀㢮ࡢṑෙ⿵⥛ᮦᩱ㸦ࢣ㓟ࣜࢳ࣒࢘࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫ࣭ࣁࣈࣜࢵࢻࣞ
ࢪࣥ㸧ࡑࢀࡒࢀගࢆ↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢගࡢఏᦙࡢᵝᏊࢆほᐹࡋࡓ㸬ᐇ㦂2ࡋ࡚㸪ᚓࡽࢀࡓCADࣔࢹࣝ
ࢪࣥ㸧ࡑࢀࡒࢀගࢆ↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢගࡢఏᦙࡢᵝᏊࢆほᐹࡋࡓ㸬ᐇ㦂2ࡋ࡚㸪ᚓࡽࢀࡓCADࣔࢹࣝ
ࢪࣥ㸧ࡑࢀࡒࢀගࢆ↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢගࡢఏᦙࡢᵝᏊࢆほᐹࡋࡓ㸬ᐇ㦂2ࡋ࡚㸪ᚓࡽࢀࡓCADࣔࢹࣝ
࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡ࡢගᏛ≉ᛶࢹ࣮ࢱࢆධຊࡋ㸪Ἴ㛗532
࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡ࡢගᏛ≉ᛶࢹ࣮ࢱࢆධຊࡋ㸪Ἴ㛗532
࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡ࡢගᏛ≉ᛶࢹ࣮ࢱࢆධຊࡋ㸪Ἴ㛗532
nmࡢ࣮ࣞࢨ࣮ග⥺ࢆ1ᮏ↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢග⥺㏣㊧ࢩ࣑
nmࡢ࣮ࣞࢨ࣮ග⥺ࢆ1ᮏ↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢග⥺㏣㊧ࢩ࣑
nmࡢ࣮ࣞࢨ࣮ග⥺ࢆ1ᮏ↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢග⥺㏣㊧ࢩ࣑
࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥྠᵝࡢ᮲௳࡛ᐇ㝿࣮ࣞࢨ࣮ࢆ↷ᑕࡋ㸪ᶍᆺෆ㒊࡛ࡢࣞ
࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥྠᵝࡢ᮲௳࡛ᐇ㝿࣮ࣞࢨ࣮ࢆ↷ᑕࡋ㸪ᶍᆺෆ㒊࡛ࡢࣞ
࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥྠᵝࡢ᮲௳࡛ᐇ㝿࣮ࣞࢨ࣮ࢆ↷ᑕࡋ㸪ᶍᆺෆ㒊࡛ࡢࣞ
࣮ࢨ࣮ࡢఏᦙࡍࡿᵝᏊࢆほᐹࡋ㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝẚ㍑ࡋࡓ㸬
࣮ࢨ࣮ࡢఏᦙࡍࡿᵝᏊࢆほᐹࡋ㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝẚ㍑ࡋࡓ㸬
࣮ࢨ࣮ࡢఏᦙࡍࡿᵝᏊࢆほᐹࡋ㸪ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝẚ㍑ࡋࡓ㸬

Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ᐇ㦂
ᐇ㦂
ᐇ㦂
1㸸ࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࡣࢣ㓟
1㸸ࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࡣࢣ㓟
1㸸ࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࡣࢣ㓟
ࣜࢳ࣒࢘࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫẚ㍑ࡋ࡚
ࣜࢳ࣒࢘࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫẚ㍑ࡋ࡚
ࣜࢳ࣒࢘࢞ࣛࢫࢭ࣑ࣛࢵࢡࢫẚ㍑ࡋ࡚
ගࡢᣑᩓᛶࡀ㧗ࡃ㸪
ගࡢᣑᩓᛶࡀ㧗ࡃ㸪
ගࡢᣑᩓᛶࡀ㧗ࡃ㸪
ෆ㒊࡛ගࡢᩓࡀከࡃ
ෆ㒊࡛ගࡢᩓࡀከࡃ
ෆ㒊࡛ගࡢᩓࡀከࡃ
㉳ࡇࡾ㸪
㉳ࡇࡾ㸪
㉳ࡇࡾ㸪
ගࡀ㐍ࡴࡘࢀ࡚↷ᗘࡀῶᙅࡋ࡚
ගࡀ㐍ࡴࡘࢀ࡚↷ᗘࡀῶᙅࡋ࡚
ගࡀ㐍ࡴࡘࢀ࡚↷ᗘࡀῶᙅࡋ࡚
࠸ࡃᵝ┦ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬
࠸ࡃᵝ┦ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬
࠸ࡃᵝ┦ࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬
ᐇ㦂
ᐇ㦂
ᐇ㦂
2㸸࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡〇ୖ㢡ྑഃ୰ษṑ
2㸸࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡〇ୖ㢡ྑഃ୰ษṑ
2㸸࢚࣏࢟ࢩᶞ⬡〇ୖ㢡ྑഃ୰ษṑ
ᶍᆺᐇ㝿࣮ࣞࢨ࣮↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢග⥺
ᶍᆺᐇ㝿࣮ࣞࢨ࣮↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢග⥺
ᶍᆺᐇ㝿࣮ࣞࢨ࣮↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢග⥺
⤒㊰ࡣ㸪
⤒㊰ࡣ㸪
⤒㊰ࡣ㸪
ྠᵝࡢ᮲௳࡛⾜ࡗࡓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ
ྠᵝࡢ᮲௳࡛⾜ࡗࡓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ
ྠᵝࡢ᮲௳࡛⾜ࡗࡓࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩ
ࣙࣥࡢග⥺⤒㊰ྠ୍࡛࠶ࡗࡓ㸬
ࣙࣥࡢග⥺⤒㊰ྠ୍࡛࠶ࡗࡓ㸬
ࣙࣥࡢග⥺⤒㊰ྠ୍࡛࠶ࡗࡓ㸬
ᮏ◊✲ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࡣ㸪
ᮏ◊✲ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࡣ㸪
ᮏ◊✲ࡢࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝࡣ㸪
ྛ✀
ྛ✀
ྛ✀
ᮦᩱࡢගᏛ≉ᛶࢆᫎࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋ㸪
ᮦᩱࡢගᏛ≉ᛶࢆᫎࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋ㸪
ᮦᩱࡢගᏛ≉ᛶࢆᫎࡋࡓ⤖ᯝࢆ♧ࡋ㸪
ᐇᐇᐇ
㝿ࡣほᐹ࡛ࡁ࡞࠸᩿㠃ࡢ↷ᗘࡸග㔞ࢆ
㝿ࡣほᐹ࡛ࡁ࡞࠸᩿㠃ࡢ↷ᗘࡸග㔞ࢆ
㝿ࡣほᐹ࡛ࡁ࡞࠸᩿㠃ࡢ↷ᗘࡸග㔞ࢆ
ィ⟬ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬
ィ⟬ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬
ィ⟬ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬
ග⥺㏣㊧ࢩ࣑ࣗࣞ
ග⥺㏣㊧ࢩ࣑ࣗࣞ
ග⥺㏣㊧ࢩ࣑ࣗࣞ
࣮ࢩࣙࣥࡣ⿵⥛ṑ⛉⒪࠾ࡅࡿගࡢ⌧
࣮ࢩࣙࣥࡣ⿵⥛ṑ⛉⒪࠾ࡅࡿගࡢ⌧
࣮ࢩࣙࣥࡣ⿵⥛ṑ⛉⒪࠾ࡅࡿගࡢ⌧
㇟ࢆゎᯒࡍࡿࡓࡵ᭷⏝࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽ
㇟ࢆゎᯒࡍࡿࡓࡵ᭷⏝࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽ
㇟ࢆゎᯒࡍࡿࡓࡵ᭷⏝࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽ
ࢀࡓ㸬
ࢀࡓ㸬
ࢀࡓ㸬
ᅗᅗ
1 ࢚࣏࢟ࢩᶍᆺ࣮ࣞࢨ࣮ග⥺ࢆ↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢ
ᅗ
1 ࢚࣏࢟ࢩᶍᆺ࣮ࣞࢨ࣮ග⥺ࢆ↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢ
1 ࢚࣏࢟ࢩᶍᆺ࣮ࣞࢨ࣮ග⥺ࢆ↷ᑕࡋࡓ㝿ࡢ
ᐇ㝿ࡢ⤖ᯝ㸦ᕥ㸧ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝ㸦ྑ㸧
ᐇ㝿ࡢ⤖ᯝ㸦ᕥ㸧ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝ㸦ྑ㸧
ᐇ㝿ࡢ⤖ᯝ㸦ᕥ㸧ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ⤖ᯝ㸦ྑ㸧
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P-21

ᑠඣ࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝ༳㇟ᑐࡍࡿࢫࢺࣞࢫホ౯
ۑᮧ㞝ྖ1㸪ᑠᶫ⨾㔛1㸪㰺⸨ṇே1㸪⏣୍ὒ2
1
ᾏ㐨་⒪ᏛṑᏛ㒊ཱྀ⭍ᵓ㐀࣭ᶵ⬟Ⓨ⫱Ꮫ⣔ᑠඣṑ⛉Ꮫศ㔝
2
ᾏ㐨་⒪ᏛṑᏛ㒊ཱྀ⭍ᶵ⬟ಟ࣭ᘓᏛ⣔ࢹࢪࢱࣝṑ⛉་Ꮫศ㔝
Comparative evaluation of stress levels during digital or traditional impressions in children
Murai Y1㸪Kobashi M1㸪Saitoh M1㸪Hikita K2
1
Division of Pediatric Dentistry, 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
Ϩ㸬┠ⓗ
ᑠඣṑ⛉ࡣ㸪␗ᖖညྜࡸᝏ⩦Ⓑࢆ᪩ᮇⓎぢ࣭デ᩿ࡋṇᖖညྜᑟࡃࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡓࡵ
పᖺ㱋ඣ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ༳㇟᥇ᚓ࠾ࡼࡧṑิᶍᆺࢆస〇ࡋ㸪ṑิညྜࢆศᯒࡍࡿࡇ࡛㸪⌧ᅾࡢညྜ≧ែ
ࢆᢕᥱࡋ㸪ࡉࡽᑗ᮶ࡢṑิࡸညྜࡢ᥎ ࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡋࡋ㸪ᚑ᮶ࡢࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟ᮦ
ࡼࡿ༳㇟᥇ᚓ࡛ࡣ㸪ṑ⛉⒪⤒㦂ࡢᑡ࡞࠸ᑠඣ࡛ࡣᢠࢆ♧ࡍࡇࡀከࡃ㸪ࢫࢺࣞࢫ࡞ࡢ⢭⚄ⓗ㈇
ᢸࢆ࠼ࡿ㸬୍᪉㸪ᡂேᑐࡍࡿṑෙಟ⒪ࡣ㸪ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࡢ㐍Ṍࡼࡾ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ
⏝࠸ࡓࢹࢪࢱࣝ༳㇟ࡀᑟධࡉࢀࡣࡌࡵ࡚࠸ࡿ㸬ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡣᝈ⪅ᑐࡍࡿ㈇ᢸࡀᑡ࡞ࡃ㸪ࡇࢀ
ࡲ࡛㸪ᑠඣᑐࡋ࡚ࡶࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟ẚ㍑ࡋ࡚ࢹࢪࢱࣝ༳㇟ࡀ᭷⏝࡛࠶ࡿࡇࢆሗ࿌ࡋࡓ㸬ࡋ
ࡋ㸪ᑠඣ࠾ࡅࡿ༳㇟ἲࡢ㐪࠸࡛ࡢᐈほⓗ࡞ࢹ࣮ࢱᇶ࡙ࡃࢫࢺࣞࢫᛂࢆホ౯ࡋࡓሗ࿌ࡣᑡ࡞࠸㸬
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ᑠඣᑐࡋࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟࠾ࡼࡧࢹࢪࢱࣝ༳㇟ࢆ⾜ࡗࡓሙྜࡢࢫࢺࣞࢫᛂ
ࡢ㐪࠸ࡘ࠸࡚ㄪᰝࡍࡿࡇࢆ┠ⓗࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᑐ㇟ࡣᮏᏛᏛ㝔࠾ࡼࡧṑ⛉ࢡࣜࢽࢵࢡᑠඣṑ⛉እ᮶ࢆཷデࡋࡓᝈ⪅࡛㸪ᮏ◊✲ᑐࡍࡿಖㆤ⪅
࠾ࡼࡧᑠඣᮏேࡢ⌮ゎྠពࡀᚓࡽࢀࡓ⪅ࡋࡓ㸬࡞࠾㸪㌟ᝈࡸ㞀ࡀ࠸ࢆ᭷ࡍࡿ⪅ࡣ㝖እࡋࡓ㸬
⿕㦂⪅㸦16 ྡ㸪5 ṓࠥ15 ṓ㸪ᖹᆒ 10.0 ṓ㸧ࢆࣛࣥࢲ࣒ࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟⩌㸦௨ୗ ALG ⩌㸧ࢹࢪ
ࢱࣝ༳㇟⩌㸦௨ୗ IOS ⩌㸧ศࡅ㸪⒪๓㸪༳㇟᥇ᚓ┤ᚋ㸪⒪ᚋࡢࢫࢺࣞࢫᛂࢆ ᐃࡋࡓ㸬ࢫ
ࢺࣞࢫᛂࡢ ᐃࡣ㸪⡆᫆ ᐃ࡛ࡁࡿࢫࢺࣞࢫ࣐࣮࣮࡛࢝࠶ࡿၚᾮ୰ࡢȘ-ၚᾮ࣑࣮ࣛࢮάᛶ್
㸦Aml㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࢫࢺࣞࢫࡀᙉ࠸ Aml ࡣ㧗࠸್ࢆ♧ࡍࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ᐃ᪉ἲࡣ㸪ᑓ⏝ࡢࢳࢵࣉࢩ࣮ࢺඛ➃ࡢၚᾮ᥇ྲྀ⣬ࢆ⯉ୗ㠃 30 ⛊㛫㟼⨨ࡉࡏ㸪ၚᾮ᥇ྲྀᚋ㸪ၚᾮ
࣑࣮ࣛࢮࣔࢽࢱ࣮㸦NIPRO㸧࡚ Aml ࢆ ᐃࡋࡓ㸦⒪๓㸧㸬ALG ⩌ࡣ᪤〇ࢺ࣮ࣞࢆヨ㐺ᚋ㸪ୗ㢡㸪
ୖ㢡㡰ࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟ᮦࢆ⏝࠸࡚༳㇟᥇ᚓࢆ⾜ࡗࡓᚋ㸪㏿ࡸ๓㏙ྠᵝၚᾮ᥇ྲྀࢆ⾜ࡗ
ࡓ㸦༳㇟᥇ᚓ┤ᚋ㸧㸬IOS ⩌ࡣୗ㢡㸪ୖ㢡ࡢࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓᚋ㸪㏿ࡸၚᾮ᥇ྲྀࢆ⾜ࡗࡓ㸦༳
㇟᥇ᚓ┤ᚋ㸧㸬ࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟࠾ࡼࡧࢹࢪࢱࣝ༳㇟⤊ᚋ㸪༑ศᏳ㟼ࡉࡏࡓᚋ㸪ၚᾮ᥇ྲྀࢆ⾜ࡗ
ࡓ㸦⒪ᚋ㸧㸬᳨ᐃࡣ t ᳨ᐃࢆ⏝࠸ࡓ㸬ࡲࡓ⤫ィᏛⓗゎᯒࡣ⤫ィゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘㸦SPSS
Statistic19.0㸪IBM㸧ࢆ⏝ࡋ㸪᭷ពỈ‽ࡣ 5%ࡋࡓ㸬
࡞࠾㸪ᮏ◊✲ࡣᾏ㐨་⒪Ꮫಶయᕪ་⒪⛉Ꮫࢭࣥࢱ࣮⌮ጤဨ࠾࠸࡚ᢎㄆࢆᚓ࡚ᐇࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ALG ⩌࠾࠸࡚ࡣ㸪⒪๓㸦Aml㸸ᖹᆒ 28.6㸧ࡸ⒪ᚋ㸦31.5㸧ẚ㍑ࡋ࡚༳㇟᥇ᚓ┤ᚋࡀ㧗࠸್㸦47.3㸧
ࢆ♧ࡋࡓ㸬IOS ⩌࠾࠸࡚ࡣ㸪⒪๓㸦24.6㸧ࡼࡾ༳㇟᥇ᚓ┤ᚋ㸦21.8㸧ࡸ⒪ᚋ㸦19.8㸧ࡣప࠸್ࢆ
♧ࡋࡓ㸬ࡲࡓ㸪IOS ⩌ࡢ༳㇟᥇ᚓ┤ᚋ࠾ࡅࡿ Aml ࡣ ALG ⩌ࡼࡾࡶ᭷ពప࠸್ࢆ♧ࡋࡓ㸬Aml ࡀ᭱ࡶ
㧗࠸್ࢆ♧ࡋࡓࡢࡣ ALG ⩌ࡢ༳㇟᥇ᚓ┤ᚋ࡛࠶ࡾ㸪ࢫࢺࣞࢫᛂࡀᙉࡃㄆࡵࡽࢀࡿഴྥࢆ♧ࡋࡓ㸬ᑠ
ඣ࠾ࡼࡧᡂே࠾࠸࡚㸪ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝ࡛ࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟ᮦࡀὶືᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡇࡽᙉ࠸
ᛌឤࢆ♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᮏ⤖ᯝࡢᩘ್ࡽࡶࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟ἲᑐࡍࡿࢫࢺࣞࢫᛂࡀࡳࡽࢀࡓ⪃
࠼ࡽࢀࡿ㸬ᑠඣࡢ୰࡛ࡶపᖺ㱋࡞ࡿ Aml ࡢኚືࡀࡁࡃ㸪ࢫࢺࣞࢫࡢឤཷᛶࡀ㧗ࡃ㸪デ⒪๓ࡢ
ฎ⨨ᑐࡍࡿᏳࡢ㧗ࡲࡾࡀࡳࡽࢀࡿ 1)㸬ࡋࡓࡀࡗ࡚ᮏ◊✲࠾࠸࡚ࡶ㸪ࢹࢪࢱࣝ༳㇟ࡣὶືᛶࢆ᭷ࡍ
ࡿࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟ᮦẚ㍑ࡋᛌឤࡀᑡ࡞ࡃ㸪᩿⥆ⓗ⾜࠺ࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡽࡶࢫࢺࣞࢫ
ᛂࡀపࡃ㸪IOS ⩌ࡢ༳㇟᥇ᚓ┤ᚋࡸ⒪ᚋࡢ Aml ࡣప࠸್ࢆ♧ࡋࡓࡇࡀ᥎ᐹࡉࢀࡿ㸬
௨ୖࡽ㸪ᑠඣ࠾ࡅࡿ༳㇟᥇ᚓἲࡣ㸪ᚑ᮶ࡢࣝࢪࢿ࣮ࢺ༳㇟ࡼࡾཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸ࡓࢹ
ࢪࢱࣝ༳㇟ࡣࢫࢺࣞࢫᛂࡀᑡ࡞ࡃ㸪༳㇟᥇ᚓࡢᏳࡸᛌឤࡀ㍍ῶ࡛ࡁࡿࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
ᩥ⊩
1)ᅬᮏ⨾ᜨ㸪ᮾ㐨㸬ၚᾮࣂ࣐࣮࣮࢜࢝ࡼࡿ㞀ᐖඣࡢࢳ࢙࣮ࢧࢻ ࠾ࡅࡿࢫ ࢺࣞࢫホ౯
ࡢ᭷⏝ᛶࡢ᳨ウ㸬ᑠඣṑㄅ 2008㸹46㸸524-532.
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P-22

ୗ㢡↓ṑ㢡㢡ሐࡢගᏛ༳㇟ࢹ࣮ࢱᑐࡍࡿࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࡢᙳ㡪
ୗ㢡↓ṑ㢡㢡ሐࡢගᏛ༳㇟ࢹ࣮ࢱᑐࡍࡿࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࡢᙳ㡪
1 1
1 1
2 2
㸯 㸯
㸯 㸯
㸱 㸱
㸯 㸯
Ⲩۑᮌ⏣ಇኵ
Ⲩۑᮌ⏣ಇኵ
㸪㔠⃝
㸪㔠⃝ ᏛᏛ
㸪ᒾᇛ㯞⾰Ꮚ
㸪ᒾᇛ㯞⾰Ꮚ
㸪⏣ᘪኟ
㸪⏣ᘪኟ
㸪⩚⏣ከ㯞ᮌ
㸪⩚⏣ከ㯞ᮌ
㸪㕥ᮌဴஓ
㸪㕥ᮌဴஓ
㸪Ỉཱྀಇ
㸪Ỉཱྀಇ
1
2
ᮾி་⛉ṑ⛉Ꮫ
ᮾி་⛉ṑ⛉Ꮫ Ꮫ㝔་ṑᏛ⥲ྜ◊✲⛉
Ꮫ㝔་ṑᏛ⥲ྜ◊✲⛉ 1㧗㱋⪅ṑ⛉Ꮫศ㔝,
㧗㱋⪅ṑ⛉Ꮫศ㔝, 2⥲ྜデ⒪ṑ⛉Ꮫศ㔝㸪
⥲ྜデ⒪ṑ⛉Ꮫศ㔝㸪
㸱 㸱
ཱྀ⭍ᶵ⬟ᘓᕤᏛศ㔝
ཱྀ⭍ᶵ⬟ᘓᕤᏛศ㔝
The
The
effect
effect
of of
artificial
artificial
landmark
landmark
to to
thethe
precision
precision
of of
digital
digital
impression
impression
forfor
edentulous
edentulous
jaw
jaw
1
1
2
1
1
3
, Kanazawa
M1M
, Iwaki
, Iwaki
M2M
, Soeda
, Soeda
Y1Y
, Hada
, Hada
T1,TSuzuki
, Suzuki
T3,TMinakuchi
, Minakuchi
S1 S1
Arakida
Arakida
T1,TKanazawa
1 1
Department
Departmentof ofGerodontology
GerodontologyandandOral
OralRehabilitation,
Rehabilitation,Graduate
GraduateSchool
Schoolof ofMedical
MedicalandandDental
Dental
Science,
Science,
Tokyo
Tokyo
Medical
Medical
andand
Dental
Dental
University
University
(TMDU)
(TMDU)
2 2
Department
Department
of of
General
General
Dentistry,
Dentistry,
Tokyo
Tokyo
Medical
Medical
andand
Dental
Dental
University
University
(TMDU)
(TMDU)
3 3
Department
Department
of of
Oral
Oral
Prothetic
Prothetic
Engineering,
Engineering,
Graduate
Graduate
school
school
of of
Medical
Medical
andand
Dental
Dental
Science,
Science,
Tokyo
Tokyo
Medical
Medical
andand
Dental
Dental
University
University
(TMDU)
(TMDU)
Ϩ㸬┠ⓗ
Ϩ㸬┠ⓗ
⿵⥛⒪࠾࠸࡚ගᏛ༳㇟ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛㸪
⿵⥛⒪࠾࠸࡚ගᏛ༳㇟ࢆᑟධࡍࡿࡇ࡛㸪
⿵⥛≀ࡢ⌧ᛶࡸṇ☜ᛶࡀホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
⿵⥛≀ࡢ⌧ᛶࡸṇ☜ᛶࡀホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
ࡋࡋ↓ṑ㢡㢡ሐ࠾࠸࡚ࡣ㸪≉ᚩ࡞ࡿᙧ≧ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࢫ࢟ࣕࢼࡀ㢡ሐ⢓⭷ࢆ᳨
ࡋࡋ↓ṑ㢡㢡ሐ࠾࠸࡚ࡣ㸪≉ᚩ࡞ࡿᙧ≧ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࢫ࢟ࣕࢼࡀ㢡ሐ⢓⭷ࢆ᳨
1)
▱ࡋ࡙ࡽࡃ㸪⢭ᗘࡢ㧗࠸ගᏛ༳㇟ࢹ࣮ࢱࡢ⋓ᚓࡣᮍࡔᅔ㞴࡛࠶ࡿ
▱ࡋ࡙ࡽࡃ㸪⢭ᗘࡢ㧗࠸ගᏛ༳㇟ࢹ࣮ࢱࡢ⋓ᚓࡣᮍࡔᅔ㞴࡛࠶ࡿ1)㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ୗ㢡
㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ୗ㢡
↓ṑ㢡ᶍᆺᑐࡋ࡚ேᕤⓗ࡞ࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪Ḟᦆ㒊㢡ሐᑐࡍࡿගᏛ
↓ṑ㢡ᶍᆺᑐࡋ࡚ேᕤⓗ࡞ࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࢆタ⨨ࡍࡿࡇࡼࡾ㸪Ḟᦆ㒊㢡ሐᑐࡍࡿගᏛ
༳㇟⢭ᗘࡀᨵၿࡍࡿࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸬
༳㇟⢭ᗘࡀᨵၿࡍࡿࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
ୗ㢡ࡢ▼⭯〇↓ṑ㢡ᶍᆺ
ୗ㢡ࡢ▼⭯〇↓ṑ㢡ᶍᆺ
㸦G2-402:Nissin㸧
㸦G2-402:Nissin㸧
ᑐࡋ࡚┤ᚄ
ᑐࡋ࡚┤ᚄ5 mmࡢ㔠ᒓ⌫ࢆ᥋╔ࡋࣛࣥࢻ࣐࣮
5 mmࡢ㔠ᒓ⌫ࢆ᥋╔ࡋࣛࣥࢻ࣐࣮
ࢡࡋࡓ㸬▼⭯ᶍᆺࡣ㸪ࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࢆタ⨨ࡋ࡞࠸ࡶࡢࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ㸪ୗ㢡๓ṑ┦ᙜ
ࢡࡋࡓ㸬▼⭯ᶍᆺࡣ㸪ࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࢆタ⨨ࡋ࡞࠸ࡶࡢࢆࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋ㸪ୗ㢡๓ṑ┦ᙜ
㒊ṇ୰ࡢࡳタ⨨ࡋࡓࡶࡢ㸦L1㸧㸪ୗ㢡๓ṑ┦ᙜ㒊ṇ୰ຍ࠼࡚୧ഃ≟ṑ┦ᙜ㒊タ⨨ࡋࡓ
㒊ṇ୰ࡢࡳタ⨨ࡋࡓࡶࡢ㸦L1㸧㸪ୗ㢡๓ṑ┦ᙜ㒊ṇ୰ຍ࠼࡚୧ഃ≟ṑ┦ᙜ㒊タ⨨ࡋࡓ
ࡶࡢ㸦L3㸧㸪ୗ㢡๓ṑ┦ᙜ㒊ṇ୰㸪୧ഃ≟ṑ┦ᙜ㒊ຍ࠼࡚㸪୧ഃ⮻ṑ┦ᙜ㒊タ⨨ࡋࡓ
ࡶࡢ㸦L3㸧㸪ୗ㢡๓ṑ┦ᙜ㒊ṇ୰㸪୧ഃ≟ṑ┦ᙜ㒊ຍ࠼࡚㸪୧ഃ⮻ṑ┦ᙜ㒊タ⨨ࡋࡓ
ࡶࡢ㸦L5㸧ࢆ〇సࡋࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢᶍᆺࡘ࠸ཱྀ࡚⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ㸦True
ࡶࡢ㸦L5㸧ࢆ〇సࡋࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢᶍᆺࡘ࠸ཱྀ࡚⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ㸦True
Definition:3M
Definition:3M
ESPE㸧
ESPE㸧
ࢆ⏝࠸࡚5ᅇࡎࡘගᏛ༳㇟ࢆ⾜࠸㸪STLࢹ࣮ࢱࢆฟຊࡋࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢ᮲௳⩌࡛ᚓࡽࢀࡓ5ࡘ
ࢆ⏝࠸࡚5ᅇࡎࡘගᏛ༳㇟ࢆ⾜࠸㸪STLࢹ࣮ࢱࢆฟຊࡋࡓ㸬ࡑࢀࡒࢀࡢ᮲௳⩌࡛ᚓࡽࢀࡓ5ࡘ
ࡢSTLࢹ࣮ࢱࡽ2ࡘࡢࢹ࣮ࢱࢆ㑅ᢥࡋ㸪CADࢯࣇࢺ࢙࢘㸦CATIA
ࡢSTLࢹ࣮ࢱࡽ2ࡘࡢࢹ࣮ࢱࢆ㑅ᢥࡋ㸪CADࢯࣇࢺ࢙࢘㸦CATIA
V5:Dassoult
V5:Dassoult
sysytems㸧ୖ
sysytems㸧ୖ
࡛㔜ࡡྜࢃࡏࡓᚋ㸪೫ᕪゎᯒࢆ⾜࠸㸪୧ࢹ࣮ࢱ㛫ࡢᖹᆒ೫ᕪࢆ⟬ฟࡋ㸪࣮࣐࢝ࣛࢵࣉࢆసᡂ
࡛㔜ࡡྜࢃࡏࡓᚋ㸪೫ᕪゎᯒࢆ⾜࠸㸪୧ࢹ࣮ࢱ㛫ࡢᖹᆒ೫ᕪࢆ⟬ฟࡋ㸪࣮࣐࢝ࣛࢵࣉࢆసᡂ
ࡋࡓ㸬௨ୖࡢ᧯సࢆྛ⩌ෆࡢࢹ࣮ࢱࡍ࡚ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ㸦N=10㸧ࡘ࠸࡚⾜࠸㸪ᚓࡽࢀࡓᖹ
ࡋࡓ㸬௨ୖࡢ᧯సࢆྛ⩌ෆࡢࢹ࣮ࢱࡍ࡚ࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ㸦N=10㸧ࡘ࠸࡚⾜࠸㸪ᚓࡽࢀࡓᖹ
ᆒ೫ᕪࡢᖹᆒ್ᶆ‽೫ᕪࢆồࡵࡓ㸬ࡉࡽ㸪ྛ⤌ࡳྜࢃࡏ㸦N=10㸧࠾ࡅࡿ᭱೫ᕪࢆグ
ᆒ೫ᕪࡢᖹᆒ್ᶆ‽೫ᕪࢆồࡵࡓ㸬ࡉࡽ㸪ྛ⤌ࡳྜࢃࡏ㸦N=10㸧࠾ࡅࡿ᭱೫ᕪࢆグ
㘓ࡋࡓ㸬ᖹᆒ೫ᕪࡣ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒᚋ㸪Tukeyࡢከ㔜ẚ㍑᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬⤫ィゎᯒࡣ㸪⤫ィ
㘓ࡋࡓ㸬ᖹᆒ೫ᕪࡣ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒᚋ㸪Tukeyࡢከ㔜ẚ㍑᳨ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬⤫ィゎᯒࡣ㸪⤫ィ
ࢯࣇࢺ㸦SPSS
ࢯࣇࢺ㸦SPSS
Ver5:
Ver5:
IBM㸧ࢆ⏝ࡋ㸪᭷ពỈ‽ࢆ0.05ࡋࡓ㸬
IBM㸧ࢆ⏝ࡋ㸪᭷ពỈ‽ࢆ0.05ࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
⤫ィゎᯒࡢ⤖ᯝ㸪
⤫ィゎᯒࡢ⤖ᯝ㸪
ࡍ࡚ࡢ⩌㛫᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽ
ࡍ࡚ࡢ⩌㛫᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽ
ࢀ࡞ࡗࡓ㸬
ࢀ࡞ࡗࡓ㸬
L1L1
⩌
⩌
L5L5
⩌࡛᭱೫ᕪࡀࡁࡃ࡞ࡗ
⩌࡛᭱೫ᕪࡀࡁࡃ࡞ࡗ
ࡓ㸬ᖹᆒ೫ᕪࡣ
ࡓ㸬ᖹᆒ೫ᕪࡣ
L1L1
⩌ࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡾ㸪L3
⩌ࡀ᭱ࡶࡁࡃ࡞ࡾ㸪L3
⩌࡛᭱
⩌࡛᭱
ࡶᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ㸬
ࡶᑠࡉࡃ࡞ࡗࡓ㸬
⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗ
⤫ィᏛⓗ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗ
ࡓࡢࡣ㸪
ࡓࡢࡣ㸪
ࡑࢀࡒࢀࡢ⩌࡛ᶆ‽೫ᕪࡀࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡋ
ࡑࢀࡒࢀࡢ⩌࡛ᶆ‽೫ᕪࡀࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡋ
ࡲࡗࡓࡇࡀཎᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡲࡗࡓࡇࡀཎᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪
ᮏ◊✲ࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪
ࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࡀගᏛ༳㇟⢭ᗘᙳ㡪ࢆ࠼ࡿഴྥ
ࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࡀගᏛ༳㇟⢭ᗘᙳ㡪ࢆ࠼ࡿഴྥ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡓࡵ㸪
ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡓࡵ㸪
ᚋࡣࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࡢᙧ≧࡞
ᚋࡣࣛࣥࢻ࣐࣮ࢡࡢᙧ≧࡞
ࡢᨵⰋࢆ⾜࠸㸪
ࡢᨵⰋࢆ⾜࠸㸪
ຠᯝⓗ࡞ගᏛ༳㇟᪉ἲࢆ᳨ドࡋ࡚࠸
ຠᯝⓗ࡞ගᏛ༳㇟᪉ἲࢆ᳨ドࡋ࡚࠸
ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬
ࡃࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ㸬
ᩥ⊩
ᩥ⊩
1) 1)Patzelt
Patzelt
SB,
SB,
Vonau
Vonau
S, S,
Stampf
Stampf
S, S,
AttAtt
W.W.
Assessing
Assessing
thethe
feasibility
feasibility
andand
accuracy
accuracy
of of
digitizing
digitizing
edentulous
edentulous
jaws.
jaws.
J Am
J Am
Dent
Dent
Assoc.
Assoc.
2013
2013
;144(8):914-920.
;144(8):914-920.
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ࢡࣛࢫࣉ㐺ྜࡋࡓࢡࣛ࢘ࣥࢆ CAD/CAM ᢏ⾡࡚〇సࡋࡓ୍
ۑṊ㒊 ⣧㸪Ᏻ⸨ᙲᾈ㸪⇃㔝ᘯ୍
ឡ▱Ꮫ㝔ᏛṑᏛ㒊᭷ᗋ⩏ṑᏛㅮᗙ
A case report of procedure for fitting crown restoration under an existing clasp using CAD/CAM
technology
Takebe J, Ando A, Kumano H
Department of Removable Prosthodontics, School of Dentistry, Aichi Gakuin University

Ϩ㸬┠ⓗ
᪥ᖖ⮫ᗋ࠾࠸࡚㸪╔ࡉࢀ࡚࠸ࡿ⩏ṑࡢᨭྎṑᑐࡋ࡚ṑෙ⿵⥛⒪ࢆవ↓ࡃࡉࢀࡿሙྜ
ࡀㄆࡵࡽࢀࡿ㸬ࡑࡢ㝿ࡣ㸪ᨭྎṑ࡞ࡿࢡࣛ࢘ࣥࢆ〇స࣭╔ࡋࡓᚋ⩏ṑಟ⌮ࢆ⾜࠸᪂〇ࡋ
ࡓࢡࣛࢫࣉࢆ╔ࡍࡿ,࠶ࡿ࠸ࡣ⩏ṑࡢ᪂〇ࢆ⾜࠺ࡇ࡞ࡿ㸬୍᪉㸪ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡀࡉࢀࡓ
⩏ṑࡀ╔ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㸪᪤Ꮡࡢࢡࣛࢫࣉ㐺ྜࡍࡿࢡࣛ࢘ࣥࢆ〇సࡋ╔ࡍࡿ⾡ᘧࡀ㐺
ᛂࡉࢀࡿ㸬ࡇࡢ⾡ᘧ࡛ࡣ㸪ᖖ 㔜ྜࣞࢪࣥࢆ⏝࠸࡚ࢡࣛࢫࣉෆ㠃㒊ࡢ㐺ྜ≧ែࢆグ㘓ࡋ㸪ࢡࣛ࢘
ࣥࡢ〇సࡀ⾜ࢃࢀࡿ㸬୍᪉㸪㏆ᖺࡢ CAD/CAM ᢏ⾡ࡢⓎᒎࡼࡾ㸪ṑෙ⿵⥛⨨ࡢ〇సࡀྍ⬟࡞
ࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛㸪ᅇ㸪⌧ᅾ⏝୰ࡢ⩏ṑࡢᨭྎṑᑐࡋ࡚ࢡࣛ࢘ࣥࡼࡿṑෙ⿵⥛⒪ࡀᚲせ
࡞ࡾ㸪᪤Ꮡࡢࢡࣛࢫࣉ㐺ྜࡋࡓࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࢡࣛ࢘ࣥࡢᙧែࢆࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࡋ࡚ࢪࣝࢥࢽ
ࢡࣛ࢘ࣥࢆタィࡋ㸪〇స࣭╔ࡋࡓࢆ⤒㦂ࡋࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
㸯㸬ᴫせ㸸ᝈ⪅ࡣ58ṓࡢዪᛶ㸬ࡾࡘࡅࡢṑ⛉་㝔ࡼࡾ⤂㸪ᙜ㝔᮶㝔ࡋࡓⅬ
࡛ࡣࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡼࡿຍ⒪୰࡛࠶ࡗࡓ㸬ୖ㢡ᕥഃ6㒊ࡣࣉࣟࣅࢪࣙࢼ
ࣝࢡࣛ࢘ࣥࡀ╔ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᕥഃ4㸪5㒊ࡢḞᦆ㒊ࡣ⒪⏝⩏ṑࡀ╔ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬ୖ
㢡ᕥഃ6㸪7㒊ࡣࢲࣈ࢚࣮࣮ࣝ࢝ࢫࢡࣛࢫࣉࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪⥔ᣢ᱁Ꮚ୍యࡋࡓࣇࣞ
࣮࣒࣮࣡ࢡࡋ࡚ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡓ㸬
㸰㸬ୖ㢡ᕥഃ6㒊ࡢṑෙ⿵⥛⒪㸸⒪㝿ࡋ࡚ࡣ㸪ᨭྎṑ࡞ࡿࢡࣛ࢘ࣥࢆ〇స࣭╔ᚋ㸪
᭱⤊⩏ṑࢆ〇స࣭╔ࡍࡿᮇ㛫ࡲ࡛ࡣ㸪ညྜ࣭ṑิࡢಖ㸪ᑂ⨾ᛶࢆ⪃៖ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶
ࡗࡓ㸬ᨭྎṑᙧᡂᚋ㸪᪤Ꮡࡢࢡࣛࢫࣉࡢ㐺ྜᛶࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࢡࣛ࢘ࣥࢆ
ㄪᩚᚋ㸪ࢩࣜࢥ࣮ࣥ༳㇟ᮦࢆ⏝࠸࡚╔ࡋࡓࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࢡࣛ࢘ࣥࡢ༳㇟᥇ᚓࢆ⾜࠸㸪ᶍ
ᆺࢆ〇సࡋࡓ㸬ୖ㢡ᕥഃ6㒊ࡣࢪࣝࢥࢽࢡࣛ࢘ࣥࢆ〇సࡍࡿࡓࡵࡢ⢭ᐦ༳㇟᥇ᚓ࣭సᴗ⏝
ᶍᆺ〇స㸪㏻ἲᚑ࠸ᑐྜṑࡢ༳㇟᥇ᚓ࣭ᶍᆺ〇స㸪ညྜ᥇ᚓࢆ⾜ࡗࡓ㸬ୖ㢡ᕥഃ6㒊᪤Ꮡ
ࡢࢡࣛࢫࣉෆ㠃㒊ࡢⰋዲ࡞㐺ྜࢆᚓࡿࡓࡵࡣ㸪ࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࢡࣛ࢘ࣥྠᵝࡢṑෙᙧ
ែࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛ṑ⛉⏝ࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦3 Shape, D800㸧ࢆ⏝࠸࡚ձᨭྎṑᙧែ
ࡢࢹ࣮ࢱ㸪ղࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࢡࣛ࢘ࣥᶍᆺࢹ࣮ࢱ㸪ճᑐྜṑᶍᆺࢹ࣮ࢱࢆࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࡋ㸪
ࢹ࣮ࢱࡢ㔜ࡡྜࢃࡏࢆ⾜࠸㸪ࢡࣛ࢘ࣥᙧែࢆタィ࣭సᡂࡋࡓ㸬ࢪࣝࢥࢽ㸦Multi5, TANAKA ࢚
ࢼ࣓ࣝZR㸧ࡣษ๐ຍᕤᶵ㸦Roland, DWX-51-D㸧࡚〇సࡋ㸪◊☻ᚋᡂࡋࡓ㸬ୖ㢡ᕥഃ6
㒊ࡢヨ㐺ࡣ㸪ࢡࣛࢫࣉࡢⰋዲ࡞㐺ྜᛶࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬ཱྀ⭍ෆ╔ᚋ㸪ࢡࣛ࢘ࣥࢡ
ࣛࢫࣉࡢ㐺ྜᛶၥ㢟ࡣㄆࡵࡽࢀࡎ㸪Ⰻዲ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ᅇ㸪CAD/CAM ᢏ⾡ࢆ㐺ᛂࡍࡿࡇ࡛㸪⩏ṑࡢ᪤Ꮡࡢࢡࣛࢫࣉ㉮⾜㒊㐺ྜࡍࡿࢡࣛ࢘
ࣥ〇సࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇࡀᮏࡽ☜ㄆ࡛ࡁࡓ㸬ᮏࡢࡼ࠺㸪⩏ṑࡢᨭྎṑ࡞ࡿ㒊
ࡢṑෙ⿵⥛⒪ࡀᚲせ࡞ࡿᑐࡋ࡚ࡣ㸪ྠ㒊ࡢࢡࣛࢫࣉࢆ᧔ཤࡍࡿࡇࡀᅔ㞴࡞
┤㠃ࡍࡿࡇࡀ࠶ࡿ㸬ࡑࡢࡼ࠺࡞ሙྜࡣ㸪ࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࣞࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡢ⮫ᗋ
ⓗព⩏ࡢ 1 ࡘ࡛࠶ࡿࠕ᭱⤊⿵⥛⨨ࡢタィᣦ㔪ࠖࢆព㆑ࡋά⏝ࡍࡿࡇࡣ᭷ຠ࡞ᡭẁ࡛࠶ࡿ㸬
ᮏࡼࡾ㸪ࢡࣛࢫࣉࡢ㐺ྜ≧ែࡀグ㘓ࡉࢀࡓࣉࣟࣅࢪࣙࢼࣝࢡࣛ࢘ࣥࢆ⏝࠸࡚㸪CAD/CAM
ᢏ⾡ࡼࡾᨭྎṑ࡞ࡿࢡࣛ࢘ࣥࢆタィ࣭〇సࡍࡿࡇࡢ᭷ຠᛶࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬
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Ҳൢԍɼϛηνʖන༽
Ҳൢԍɼϛηνʖන༽ ঠτϱϕϪʖφ
ঠτϱϕϪʖφ
P-24

CAD/CAM
CAD/CAM
㒊ᗋ⩏ṑ࠾ࡅࡿ᪂つ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࢻࢹࢫࢡࡢ㛤Ⓨ
㒊ᗋ⩏ṑ࠾ࡅࡿ᪂つ࢝ࢫࢱ࣐ࢬࢻࢹࢫࢡࡢ㛤Ⓨ
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
ۑ⏣ᘪኟ
ۑ⏣ᘪኟ
㸪㔠⃝
㸪㔠⃝ᏛᏛ
㸪ᒾᇛ㯞⾰Ꮚ
㸪ᒾᇛ㯞⾰Ꮚ
㸪Ⲩᮌ⏣ಇኵ
㸪Ⲩᮌ⏣ಇኵ
㸪⩚⏣ከ㯞ᮌ
㸪⩚⏣ከ㯞ᮌ
㸪Ỉཱྀಇ
㸪Ỉཱྀಇ
1
2
ᮾி་⛉ṑ⛉Ꮫ
ᮾி་⛉ṑ⛉ᏛᏛ㝔་ṑᏛ⥲ྜ◊✲⛉
Ꮫ㝔་ṑᏛ⥲ྜ◊✲⛉1㧗㱋⪅ṑ⛉Ꮫศ㔝,
㧗㱋⪅ṑ⛉Ꮫศ㔝, 2⥲ྜデ⒪ṑ⛉Ꮫศ㔝
⥲ྜデ⒪ṑ⛉Ꮫศ㔝
The
The
new
new
method
method
of of
manufacturing
manufacturing
CAD/CAM
CAD/CAM
complete
complete
denture
denture
applying
applying
thethe
customized
customized
disk
disk
1
1
2
Soeda
Soeda
Y1Y
㸪Kanazawa
㸪Kanazawa
M1M
㸪Iwaki
㸪Iwaki
M2M
㸪Arakida
㸪Arakida
T1㸪Hada
T1㸪Hada
T1㸪Minakuchi
T1㸪Minakuchi
S1 S1
1 1
Department
Departmentof ofGerodontology
GerodontologyandandOral
OralRehabilitation,
Rehabilitation,Graduate
Graduateschool
schoolof ofMedical
MedicalandandDental
Dental
Science,
Science,
Tokyo
Tokyo
Medical
Medical
andand
Dental
Dental
University
University
(TMDU)
(TMDU)
2 2
Department
Department
of of
General
General
Dentistry,
Dentistry,
Graduate
Graduate
school
school
of of
Medical
Medical
andand
Dental
Dental
Science,
Science,
Tokyo
Tokyo
Medical
Medical
andand
Dental
Dental
University
University
(TMDU)
(TMDU)

ᶙɿద
ᶙɿద

ۛ೧ɾCAD/CAM
ۛ೧ɾCAD/CAM
સ෨জٝࣅิͺְΉ͚͢ɾDENTCA
સ෨জٝࣅิͺְΉ͚͢ɾDENTCA
Ν࢟ΌͳͤΖ༹ʓ͵εητϞ͗
Ν࢟ΌͳͤΖ༹ʓ͵εητϞ͗

͠Ηͱ͏Ζɿ
͠Ηͱ͏Ζɿ
ࡑݳ
ࡑݳ
CAD/CAM
CAD/CAM
સ෨জٝࣅͺɾ
સ෨জٝࣅͺɾ
અͪ͢ܯٝࣅυʖν͖ΔਕࣅΝঈ͏ͪٝ
અͪ͢ܯٝࣅυʖν͖ΔਕࣅΝঈ͏ͪٝ

ࣅজΊΝٝࣅজ༽ϪζϱυΡηέΓΕࡡΕड़͢ɾعਕࣅΝٝࣅজͶંͤΖ๏๑Ͳࡠ͠
ࣅজΊΝٝࣅজ༽ϪζϱυΡηέΓΕࡡΕड़͢ɾعਕࣅΝٝࣅজͶંͤΖ๏๑Ͳࡠ͠
Ηͱ͏Ζɿ͖͢͢ɾ͞๏๑ͺਕࣅҒౕ͗ѳ͏͞ͳΏɾਕࣅͳٝࣅজંྙ͗ओ͏
Ηͱ͏Ζɿ͖͢͢ɾ͞๏๑ͺਕࣅҒౕ͗ѳ͏͞ͳΏɾਕࣅͳٝࣅজંྙ͗ओ͏

͞ͳ͗ୌ఼ͳ͢ͱ͝ڏΔΗΖɿࣅץ৯Ϫζϱͳࣅ৯Ϫζϱ͗Ҳରͳ͵ͮͪυΡηέ͖Δਕ
͞ͳ͗ୌ఼ͳ͢ͱ͝ڏΔΗΖɿࣅץ৯Ϫζϱͳࣅ৯Ϫζϱ͗Ҳରͳ͵ͮͪυΡηέ͖Δਕ
ࣅͳٝࣅজΝΉͳΌͱࡡΕड़͢ͱٝࣅΝࡠͤΖ๏๑ଚࡑͤΖ͗ɾ͞๏๑ͺɾਕࣅ
ࣅͳٝࣅজΝΉͳΌͱࡡΕड़͢ͱٝࣅΝࡠͤΖ๏๑ଚࡑͤΖ͗ɾ͞๏๑ͺɾਕࣅ
Ώ৻ඔ͗྾Ζͳ͏͑ୌ఼͍͗Ζɿͨ͞Ͳɾըʓͺ͞ΗΔୌ఼Νրવͤ΄͚ɾعਕࣅ
Ώ৻ඔ͗྾Ζͳ͏͑ୌ఼͍͗Ζɿͨ͞Ͳɾըʓͺ͞ΗΔୌ఼Νրવͤ΄͚ɾعਕࣅ

Νດͪٝ͢ࣅজ༽ϪζϱυΡηέΝं׳ຘͶࡠ͢ɾ
Νດͪٝ͢ࣅজ༽ϪζϱυΡηέΝं׳ຘͶࡠ͢ɾ
ٝࣅΝࡡͤΖͪ͵
ٝࣅΝࡡͤΖͪ͵
CAD/CAM
CAD/CAM
સ෨জ
સ෨জ

ٝࣅࡠ๑ΝߡҌͪ͢ɿࠕյͨυΡηέΝࡠͪ͢Ͳ͞͞ͶๅࠄͤΖɿ
ٝࣅࡠ๑ΝߡҌͪ͢ɿࠕյͨυΡηέΝࡠͪ͢Ͳ͞͞ͶๅࠄͤΖɿ
ᶚɿ๏๑
ᶚɿ๏๑

ϝϝ
Ϩϱ
Ϩϱ
ήϜε
ήϜε
ϱʤ
ϱʤ
DWX52D,
DWX52D,DGSHAPEʥͶ
DGSHAPEʥͶ
ૹ
ૹ
Ն
Ն
͵υΡ
͵υΡ
ηέ
ηέ


ΝΝ
, CADλ
, CADλ
ϓφ
ϓφ

ʤFreeform,
ʤFreeform,
GeomagicʥΝ༽͏ͱઅ(ͪ͢ܯਦ1)ɿعଚυΡηέͳಋ༹Ͷ࠹ܚ98mmɾ͠
GeomagicʥΝ༽͏ͱઅ(ͪ͢ܯਦ1)ɿعଚυΡηέͳಋ༹Ͷ࠹ܚ98mmɾ͠
26mmͳ͢ɾٝࣅজ༽ϪζϱΝචགྷྖలͲ͘ΖΓ͑અͪ͢ܯɿఊͶͺɾعਕࣅΝ
26mmͳ͢ɾٝࣅজ༽ϪζϱΝචགྷྖలͲ͘ΖΓ͑અͪ͢ܯɿఊͶͺɾعਕࣅΝ
ԓ͖Δࠫ͢ࠒΌΖΓ͑͵ԞΝٝࣅυʖνΓΕபड़͢ͱઅͪ͢ܯɿΉͪɾͳਕࣅҒ
ԓ͖Δࠫ͢ࠒΌΖΓ͑͵ԞΝٝࣅυʖνΓΕபड़͢ͱઅͪ͢ܯɿΉͪɾͳਕࣅҒ
ܐؖΝѴͲ͘ΖΓ͑ɾܚ2.25mmฯ࣍ΝυΡηέྈͶͪ͜ɿ
ܐؖΝѴͲ͘ΖΓ͑ɾܚ2.25mmฯ࣍ΝυΡηέྈͶͪ͜ɿ

ҐΓ͑Ͷઅͪ͢ܯΩηνϜθχυΡηέΝɾ3DϕϨϱνʖʤForm2,
ҐΓ͑Ͷઅͪ͢ܯΩηνϜθχυΡηέΝɾ3DϕϨϱνʖʤForm2,Formlabsʥ
Formlabsʥ

Ν༽͏ͱࡠͪ͢ɿ͞ఊͶعਕࣅʤγʖϏηG,
Ν༽͏ͱࡠͪ͢ɿ͞ఊͶعਕࣅʤγʖϏηG,
GCʥΝݽఈ͢ɾԻ॑Ϫζϱ
GCʥΝݽఈ͢ɾԻ॑Ϫζϱ
ʤϓΡρφϪζϱ,
ʤϓΡρφϪζϱ,
ন෫ʥΝླྀ͢ࠒΊɾՅ೦॑ʤ0.2MPa,
ন෫ʥΝླྀ͢ࠒΊɾՅ೦॑ʤ0.2MPa,
50ˈ,
50ˈ,
30mʥͦ͠Ζ͞ͳͲɾعਕ
30mʥͦ͠Ζ͞ͳͲɾعਕ
ࣅ͗ϏρΫϱή͠ΗͪΩηνϜθχυΡηέ͗ͪ͢ɿ
ࣅ͗ϏρΫϱή͠ΗͪΩηνϜθχυΡηέ͗ͪ͢ɿ
ᶛɿ݃Վͳߡࡱ
ᶛɿ݃Վͳߡࡱ

ຌ๑Ͳͺɾعਕࣅͳٝࣅজ༽ϪζϱΝॊཔٝࣅࡠ࣎ͳಋ༹Ͷ॑͢ͱં͢ͱ͏Ζͪ
ຌ๑Ͳͺɾعਕࣅͳٝࣅজ༽ϪζϱΝॊཔٝࣅࡠ࣎ͳಋ༹Ͷ॑͢ͱં͢ͱ͏Ζͪ

Όɾਕࣅͳٝࣅজંୌ఼Νմ݀ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζͳߡ͓ΔΗΖɿ
Όɾਕࣅͳٝࣅজંୌ఼Νմ݀ͤΖ͞ͳ͗Ͳ͘Ζͳߡ͓ΔΗΖɿ

ᅗ㸯
ᅗ㸯ᕥᕥCAD
CAD
ࢯࣇࢺୖ࡛ࡢタィ㸪ྑ
ࢯࣇࢺୖ࡛ࡢタィ㸪ྑᡂࡋࡓࢹࢫࢡ
ᡂࡋࡓࢹࢫࢡ
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P-25

㒊ศᗋ⩏ṑ〇స࣮࣡ࢡࣇ࣮ࣟࡢࣇࣝࢹࢪࢱࣝ
ۑすᒣᘯᓫ㸪㇂ཱྀ㣕㫽㸪⏣୰ᖹ㸪㧗ሙ㞞அ㸪ᶓᒣ⣪Ꮚ㸪ୖᮧỤ⨾㸪୕ዲᩗኴ㸪
ᒾෆὒኴ㑻㸪㣤Ἠள౫㸪㤿ሙ୍⨾
ᏛṑᏛ㒊ṑ⛉⿵⥛Ꮫㅮᗙ
Fully digital workflow of removable partial denture fabrication
Nishiyama H, Taniguchi A, Tanaka S, Takaba M, Yokoyama S, Kamimura E, Miyoshi K,
Iwauchi Y, Iizumi A, Baba K
Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Showa University
Ϩ㸬┠ⓗ
㏆ᖺࡢ㸪CAD/CAM ຍᕤࡼࡿࢪࣝࢥࢽࡸཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡼࡿගᏛ༳㇟ࡢᬑཬࡼ
ࡾ㸪ࢡ࣭ࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪศ㔝࠾ࡅࡿࣇࣝࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࣡ࢡࣇ࣮ࣟࡢᐇ⌧ࡣ┠๓࡛࠶ࡿ㸬୍
᪉㸪᭷ᗋ⩏ṑศ㔝࠾࠸࡚ࡶ㸪㒊ᗋ⩏ṑࢆ୰ᚰࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆᛂ⏝ࡋࡓ◊✲ࡀከࡃሗ࿌
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ᵓᡂせ⣲ࡢከ࠸㒊ศᗋ⩏ṑ〇స࣮࣡ࢡࣇ࣮ࣟࡢࢹࢪࢱࣝࡣ」㞧࡛࠶ࡾ㸪⮫
ᗋᡭᢏࢆྵࡵ㸪౫↛ࡋ࡚ᚑ᮶ἲࡼࡿ࣮࣡ࢡࣇ࣮ࣟࡀὶ࡛࠶ࡿ㸬ᡃࠎࡣ㸪㒊ศᗋ⩏ṑࣇ
࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡ Ce-TZP/Al2O3 ࢼࣀࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ㸦ࢼࣀࢪࣝࢥࢽ㸪YAMAKIN㸧ࢆ⏝࠸ࡓࢪ
ࣝࢥࢽ࣭ࢹࣥࢳ࣮ࣕࢆ㛤Ⓨࡋ㸪ᇶ♏ⓗ࣭⮫ᗋⓗ◊✲ࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓ㸬ࡉࡽ㸪ࢡࣛࢫࣉ㒊
⏝࠸ࡿ⇕ྍረᛶᶞ⬡㸪⩏ṑᗋ⢓⭷㠃㒊㸪⩏ṑᗋ◊☻㠃㒊࡞ࡽࡧேᕤṑ㒊࡞ࡢᵓᡂせ⣲ࢆ
ࢹࢪࢱࣝ〇సࡍࡿࡇᡂຌࡋ㸪୍ᐃࡢᡂᯝࢆᚓࡓ㸬ᅇ㸪ᑡᩘṑḞᦆᑐࡋཱྀ⭍ෆࢫ
࢟ࣕࢼ࣮ࡼࡿගᏛ༳㇟ࢆ⏝࠸ࡿࡇ࡛㸪༳㇟᥇ᚓࡽ⩏ṑ╔ࡲ࡛ࡢ〇స࣮࣡ࢡࣇ࣮ࣟࡢ
ࣇࣝࢹࢪࢱࣝࢆヨࡳࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᝈ⪅ࡣ68ṓዪᛶ㸪KennedyϪ⣭㸪EichnerB1࡛࠶ࡿ㸬ୖ㢡Ḟᦆ㒊ࢪࣝࢥࢽ࣭ࢹࣥࢳ
࣮ࣕࡢ〇సࢆᕼᮃࡋࡓ㸬ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦TRIOS2, 3Shape㸧ࢆ⏝࠸㸪ୖୗ㢡ࡢ༳㇟᥇ᚓ࡞
ࡽࡧညྜ᥇ᚓࢆ⾜ࡗࡓ㸬Ḟᦆ㒊ࡢࢫ࢟ࣕࣥࡣཱྀゅ㕍࡚ྍື⢓⭷ࢆᗈࡆ㸪ṑ⫗㢋⛣⾜
㒊ࢆ㐃⥆ⓗࢫ࢟ࣕࣥࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓStereolithography㸦STL㸧ࢹ࣮ࢱࢆ2✀㢮ࡢCADࢯࣇࢺ࢘
࢙㸦“Dental System D-810”㸪3shape, “Freeform”, 3D SYSTEMS㸧࣏࣮ࣥࢺࡋࡓ㸬ࡲࡎ㸪
⩏ṑᗋ⢓⭷㠃㒊ࢆࢹࢨࣥࡋ㸪⩏ṑᗋ⢓⭷㠃㒊ࢆ⤫ྜࡋࡓࢹ࣮ࢱୖ࡛ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡢࢹࢨ
ࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࡉࡽࡇࡢࢹ࣮ࢱࢆ⤫ྜࡋ㸪ࢡࣛࢫࣉ㒊ࡢࢹࢨࣥࢆ⾜ࡗࡓ㸬ேᕤṑ㒊ࡣࢹ
ࢪࢱࣝညྜჾୖ࡛ิ⨨ࢆỴᐃࡋ㸪ேᕤṑ㒊ࡀᔐྜࡍࡿࡼ࠺⩏ṑᗋ◊☻㠃㒊ࢆࢹࢨࣥ
ࡋࡓ㸬⩏ṑᗋ⢓⭷㠃㒊࠾ࡼࡧ◊☻㠃㒊ࡣ㸪3Dࣉࣜࣥࢱ࣮㸦D30, rapidshape㸧ࢆ⏝࠸࡚PMMA
㸦Base, NextDent㸧ࢆ✚ᒙ㐀ᙧࡋ㸪ࣇ࣮࣒࣮ࣞ࣡ࢡࡣࢼࣀࢪࣝࢥࢽࢹࢫࢡ㸪ࢡࣛࢫࣉ㒊ࡣ
Polyetheretherketone ࢹࢫࢡ㸦PEEK, EVONIK㸧㸪ேᕤṑ㒊ࡣࣁࣈࣜࢵࢻࣞࢪࣥࣈࣟࢵࢡ
㸦VITA ENAMIC, VITA㸧ࡽࡑࢀࡒࢀษ๐ຍᕤࡋࡓ㸬〇సࡉࢀࡓྛᵓᡂせ⣲⿕╔㠃ฎ⌮ࢆ
ࡋ㸪3Dࣉࣜࣥࢱ࣮࡛〇సࡋࡓసᴗ⏝ᶍᆺୖ࡛᥋╔ࡋ㸪୍యࡋࡓ㸬
⩏ṑ╔๓ᚋࡼࡿᝈ⪅‶㊊ᗘࡣ㸪OHIP-J࡞ࡽࡧ100-mm Visual Analogue Scale㸦VAS㸧
ࡼࡾホ౯ࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ࣇࣝࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࣡ࢡࣇ࣮ࣟࡼࡾ〇సࡉࢀࡓ㒊ศᗋ⩏ṑࢆ╔ࡍࡿࡇ࡛ᝈ⪅‶㊊ᗘࡣ
ྥୖࡋࡓ㸬ࡋࡋ࡞ࡀࡽ㸪ከᩘṑḞᦆ࠾ࡅࡿගᏛ༳㇟ἲࡸྛᵓᡂせ⣲ࡢ᥋╔᧯స࡞㸪
ᚋྥࡅ࡚ࡢㄢ㢟Ⅼࡶ᫂ࡽ࡞ࡗࡓ㸬ᚋࡣࡉࡽᩘࢆ✚ࡋ㸪㛗ᮇⓗ࡞ணᚋࡢほ
ᐹࡸ〇సᡭ㡰ࡢ᭱㐺ࢆᅗࡿࡶ㸪⩏ṑ〇స࠾ࡅࡿࣇࣝࢹࢪࢱ࣭࣮ࣝ࣡ࢡࣇ࣮ࣟࡢ☜
❧ࢆ┠ᣦࡍணᐃ࡛࠶ࡿ㸬
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P-26

୕ḟඖୗ㢡㐠ືࢹ࣮ࢱᇶ࡙࠸ࡓࣂ࣮ࢳࣕࣝ࣡ࢵࢡࢫࢵࣉࡼࡿᶵ⬟㐠ືࡢည
ྜ᥋ゐࡢほᐹ
ۑሯ㇂㢧㸪⏣㑔᠇ᫀ㸪㏆⸨ᑦ▱
ᒾᡭ་⛉ᏛṑᏛ㒊⿵⥛࣭ࣥࣉࣛࣥࢺᏛㅮᗙ
Observation of occlusal contact during functional movement by virtual wax-up based on three
dimensional mandibular movement data
Tsukatani K㸪Tanabe N㸪Kondo H
Department of Prosthodontics and Oral Implantology, School of Dentistry Iwate Medical University
Ϩ㸬⥴ゝ
ṑ⛉⮫ᗋࡢ CAD/CAM㸦Computer Aided Design/ Computer Aided Manufacturing㸧ᢏ⾡ࡢᑟධࡣ㸪⿵
⥛⨨ࡢ〇స᪉ἲࡁ࡞ኚࢆࡶࡓࡽࡋࡓ㸬㏆ᖺ㸪CAD/CAM  6 ⮬⏤ᗘ㢡㐠ື ᐃࢹ࣮ࢱࡢ⤫ྜ
ࡼࡾ㸪ᚑ᮶ἲࡼࡿညྜჾࡢㄪᩚ࡛ࡣᅔ㞴ࡔࡗࡓᄮ㐠ືࢆྵࡵࡓ᭤⥺ⓗ࡞㢛㢌㐠ືࡀ⌧ྍ⬟
࡞ࡗࡓ㸬ᮏ◊✲ࡢ┠ⓗࡣ㸪ᶵ⬟㐠ືࡢညྜ᥋ゐࢆゎᯒࡋ㸪ࣂ࣮ࢳࣕࣝ࣡ࢵࢡࢫࢵࣉࢆ⾜࠸㸪ညྜ
᥋ゐࡢ≧ែࢆほᐹࡋ㸪ᶵ⬟ⓗ࡞ࢡࣛ࢘ࣥ〇స᪉ἲࢆ㛤Ⓨࡍࡿࡇ࡛࠶ࡿ㸬㸦ᒾᡭ་⛉ᏛṑᏛ㒊⌮
ጤဨ No. 01237 ᢎㄆ῭㸧
ϩ㸬᪉ἲ
ᒾᡭ་⛉Ꮫ㝃ᒓ㝔ṑ⛉་⒪ࢭࣥࢱ࣮ࢆཷデࡋ㸪ᮏ◊✲ྠពࡢᚓࡽࢀࡓ10ྡ(⏨ᛶ8ྡ㸪ዪᛶ2
ྡ)ࢆ⿕㦂⪅ࡋࡓ㸬ึデࢩࣜࢥ࣮ࣥ༳㇟ᮦࡼࡿୖୗ㢡ࡢ༳㇟᥇ᚓ㸪ୗ㢡㐠ື ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬
༳㇟ࡣࢩࣜࢥ࣮ࣥ༳㇟ᮦ࡛᥇ᚓࡋࡓ㸬ୗ㢡㐠ື ᐃࡣ6⮬⏤ᗘࡢ㢡㐠ື ᐃ⨨㸦ARCUS digmaϩ㸪
KaVo㸪Biberach㸪Germany㸧ࢆ⏝࠸ࡓ㸬⿕㦂㐠ືࡣ๓᪉㸪ᕥྑഃ᪉㉮㐠ື㸪࣒࢞ᄮ㐠ືࡋ㸪ࡑ
ࢀࡒࢀࡢ㐠ືࢆ3ᅇࡎࡘ⾜ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪࣒࢞ᄮ㐠ື ᐃࡣ20⛊㛫⾜ࡗࡓ㸬᥇ᚓࡋࡓ༳㇟ࡽసᴗ⏝
ᶍᆺࢆ〇సࡋ㸪ညྜჾ╔ࡋࡓ㸬୍⯡ⓗṑෙ㒊ࡢ◚ᢡࡀ⏕ࡌࡸࡍ࠸ࡉࢀࡿୗ㢡ྑഃ➨⮻ṑ
ࢆ⿕㦂ṑࡋ㸪ᶍᆺୖ࡛௬ᨭྎṑᙧᡂࢆ⾜ࡗࡓ㸬ᨭྎṑࡢ࣐࣮ࢪࣥࡣᖜ1mmࡢࢹ࣮ࣉࢩࣕࣥࣇ
࣮ࡋ㸪ṑ⫗⦕ୖ㸪ᑐྜṑࡢࢡࣜࣛࣥࢫࡣ2mmタᐃࡋࡓ㸬ࡑࡢᚋ㸪ᢏᕤ⏝ࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦ARCTICA
Auto Scan㸪KaVo㸪Biberach㸪Germany㸧࡛ୖୗ㢡ᶍᆺ㸪ᶍᆺࡢညྜ᥋ゐ≧ែࢆࢫ࢟ࣕࣥࡋࡓ㸬グ㘓ࡋ
ࡓୗ㢡㐠ືࢹ࣮ࢱᶍᆺࢹ࣮ࢱࢆCADࢯࣇࢺ࢚࢘㸦multiCAD㸪KaVo㸪Biberach㸪Germany㸧ୖ࡛⤫
ྜࡋࡓ㸬ࡇࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆᇶࣂ࣮ࢳࣕࣝᖹᆒ್ညྜჾ㸪ࣂ࣮ࢳ༙ࣕࣝㄪ⠇ᛶညྜჾ࡛ࡢ㉮㐠ື㸪
ࡲࡓࣂ࣮ࢳࣕࣝ✵㛫࡛ᄮ㐠ືࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉࢀࡓࢡࣛ࢘ࣥࢆ࣡ࢵࢡࢫࢵࣉࡋࡓ㸬స〇ࡋࡓࢡࣛ࢘
ࣥࢹ࣮ࢱࡣSTLࢹ࣮ࢱࡋ࡚ฟຊࡋ㸪࣋ࢫࢺࣇࢵࢺࣝࢦࣜࢬ࣒㸦GOM Inspect㸪GOM㸪Brunswick㸪
Germany㸧ࢆ⏝࠸࡚㔜ࡡྜࢃࡏࡓ㸬ࡑࢀࡽࡢ⤖ᯝࢆศᯒࡋ㸪ညྜᖸ΅┦ᙜࡍࡿညྜ᥋ゐࡢ᭷↓ࢆほ
ᐹࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ
ࣂ࣮ࢳ༙ࣕࣝㄪ⠇ᛶညྜჾ࡛〇సࡋࡓࢡࣛ࢘ࣥᄮ㐠ື⤒㊰ࢆᫎࡋࡓࢡࣛ࢘ࣥࢆ㔜ࡡྜࢃࡏ
ࡓ⤖ᯝ㸪ࡍ࡚ࡢ⿕㦂⪅࠾࠸࡚ᄮ㐠ືᖸ΅ࡀ⏕ࡌࡿ㒊ࢆㄆࡵࡓ㸬ࡲࡓ㸪ࣂ࣮ࢳࣕࣝᖹᆒ್
ညྜჾ࡛〇సࡋࡓࢡࣛ࢘ࣥࢆᇶ‽㸪ࣂ࣮ࢳ༙ࣕࣝㄪ⠇ᛶညྜჾ࡛〇సࡋࡓࢡࣛ࢘ࣥᄮ㐠ື⤒㊰
ࢆᫎࡋࡓࢡࣛ࢘ࣥࢆ㔜ࡡࡓ⤖ᯝ㸪10 ྡ୰ 9 ྡࡢ⿕㦂⪅࠾࠸࡚㸪ᄮ㐠ື⤒㊰ࢆᫎࡋࡓࢡࣛ࢘ࣥ
ࡢ᪉ࡀ㸪ᖸ΅ࡍࡿ㒊ศࡢ㠃✚ࡀࡁ࠸⌧㇟ࢆㄆࡵࡓ㸬
ϫ㸬⪃ᐹ
ᅇ㸪ࣂ࣮ࢳࣕࣝᖹᆒ್ညྜჾ㸪ࣂ࣮ࢳ༙ࣕࣝㄪ⠇ᛶညྜჾ㸪࠾ࡼࡧᄮ㐠ື୰ࡢ㢡㐠ືࢹ࣮ࢱࢆ
ᫎࡋࡓࢡࣛ࢘ࣥࢆ〇సࡋ㸪ẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝ㸪ᄮ㐠ື୰ࡣࣂ࣮ࢳࣕࣝᖹᆒ್ညྜჾ㸪ࣂ࣮ࢳ༙ࣕࣝ
ㄪ⠇ᛶညྜჾࡼࡿ㢛㊰ㄪᩚ࡛ࡣ࡛ᫎࡁ࡞࠸㢡㐠ື⤒㊰ࡀᏑᅾࡋ㸪ᖸ΅ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡇࡀほᐹࡉ
ࢀࡓ㸬ࡇࡢࡇࡽ㸪ᚑ᮶ࡲ࡛ࡢᡭἲ࡛ࢡࣛ࢘ࣥࢆ〇సࡋ⿵⥛⒪ࢆ⾜࠺ሙྜ㸪ညྜჾ㸪ࡲࡓࡣཱྀ⭍
ෆࡢㄪᩚࡢࡳ࡛ࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ᖸ΅ࡀ⏕ࡌ࡚ࡃࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ୖグࡢࢡࣛ࢘ࣥ〇సἲࡣ㸪
ᄮࡢୗ㢡㐠ືࢆᫎࡍࡿࡇࡼࡗ࡚㐺ษ࡞ညྜ᥋ゐࢆ᭷ࡍࡿ⿵⥛⨨〇సࢆྍ⬟ࡍࡿࡶࡢ
ᮇᚅ࡛ࡁࡿ㸬
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ᐃჾ CAD/CAM ⨨ࢆ⏝࠸ࡓࣀ࣓ࣥࢱࣝࢡࣛࢫࣉࢹࣥࢳ࣮ࣕస〇ࡢ᳨ウ
୍ۑᚿᜏኴ1㸪ℊ୰୍ᖹ2㸪㧘ᶫ ⿱2㸪ᇛᡞᐶྐ3㸪ᮡᮏኴ㑻1㸪ᮧୖ⏤Ꮚ4
1
⚟ᒸṑ⛉Ꮫ་⛉ṑ⛉⥲ྜ㝔୰ኸᢏᕤᐊ㸪 2⚟ᒸṑ⛉ᏛညྜಟᏛㅮᗙ᭷ᗋ⩏ṑᏛศ㔝㸪
3
⚟ᒸṑ⛉ᏛညྜಟᏛㅮᗙࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝㸪4ᰴᘧ♫ࢽࢵࢩࣥ
Fabrication of removable partial denture using computerized pantograph and CAD/CAM
Isshi K1㸪Hamanaka I2㸪Takahashi Y2㸪Kido H3㸪Sugimoto T1㸪Murakami Y4
1
Fukuoka Dental College Medical&Dental General Hospital Central Dental Laboratory
2
Division of Removable Prosthodontics, Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College
3
Section of Oral Implantology, Department of Oral Rehabilitation, Fukuoka Dental College
4
Nissin Dental Products INC.
ୗ㢡㐠ື

Ϩ㸬┠ⓗ
ṑ⛉⏺࠾࠸࡚ࢹࢪࢱࣝࡀ㐍ࡴࡘࢀ㸪デᰝ࣭デ᩿ࡽ༳㇟᥇ᚓ㸪⿵⥛≀స〇࡞ᵝࠎ࡞ศ
㔝࡛ࢹࢪࢱࣝᶵჾࡀ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ㏆ᖺ࡛ࡣᅛᐃᛶࡢ⿵⥛⨨ࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪⥲⩏ṑࡸ㒊
ศᗋ⩏ṑ࡞ࡢᆺࡢ⿵⥛⨨ࢆ CAD/CAM ⨨ࢆ⏝࠸࡚స〇ࡍࡿ◊✲ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡍ࡛⥲
⩏ṑࡣᐇ⏝ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪㒊ศᗋ⩏ṑࡶ࣓ࢱࣝࣇ࣮࣒ࣞࡢస〇࡞⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ㒊
ศᗋ⩏ṑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࣀ࣓ࣥࢱࣝࢡࣛࢫࣉࢹࣥࢳ࣮ࣕࢆ CAD/CAM ⨨ࢆ⏝࠸࡚స〇ࡋࡓሗ࿌ࡀ
࠶ࡿ 1㸧㸬ࡋࡋ㸪ேᕤṑࡢᙧែࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪤〇ရࢆ࠺ࡇࡀከࡃ㸪ཱྀ⭍ෆ࡛ㄪᩚࡀᚲせ࡞
ࡿࡇࡀከࡗࡓ㸬ࡑࡇ࡛ὀ┠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀୗ㢡㐠ື

ᐃჾ࡛࠶ࡿ㸬ୗ㢡㐠ື

ᐃჾ࡛

ᐃࡋ

ࡓࢹ࣮ࢱࢆ CAD/CAM ⨨ධຊࡍࡿࡇ࡛㢡㐠ືࡀேᕤṑࡢタィᫎࡉࢀ㸪ᶵ⬟ⓗ࡞ညྜ㠃
ᙧែࢆࡶࡗࡓேᕤṑࢆస〇ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪ୗ㢡㐠ື

ᐃჾ࠾ࡼࡧ

CAD/CAM ⨨ࢆ⏝࠸࡚ᶵ⬟ⓗ࡞ညྜ㠃ᙧែࢆᣢࡗࡓ⮻ṑ㒊Ḟᦆࡢࣀ࣓ࣥࢱࣝࢡࣛࢫࣉࢹࣥ
ࢳ࣮ࣕࡢస〇ࢆヨࡳࡓࡢ࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ୗ㢡㐠ື ᐃჾ(KaVo ARCUS digmaϩ®㸪Kavo♫)ࢆ⏝࠸࡚ୗ㢡㐠ືࢆ ᐃࡋᚓࡽࢀࡓୗ㢡㐠ື
ࢹ࣮ࢱ㸪ṑ⛉⏝ࢫ࢟ࣕࢼ࣮(KaVo ARCTICA Auto Scan®㸪Kavo♫)ࢆ⏝࠸࡚ୗ㢡⮻ṑ㒊Ḟᦆᶍᆺ
ࢆࢫ࢟ࣕࣥࡋᚓࡽࢀࡓᶍᆺࢹ࣮ࢱࢆ㸪ṑ⛉⏝タィࢯࣇࢺ࢙࢘㸦Kavo multi CAD®㸪Kavo♫㸧ࢹ
࣮ࢱࢆධຊࡋேᕤṑࡢタィࢆ⾜ࡗࡓ㸬ேᕤṑࢹ࣮ࢱᶍᆺࢹ࣮ࢱࢆ᭷ᶵᙧ≧ࣔࢹࣜࣥࢢ3ḟඖCAD
ࢯࣇࢺ࢙࢘(Geomagic Freeform Plus®㸪3D Systems♫)ࢆ⏝࠸࡚ୗ㢡⮻ṑ㒊⩏ṑࡢタィࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ࡑࡢᚋ㸪ṑ⛉⏝ษ๐ຍᕤᶵ㸦࣋ࣞࢵࢶ5x࣑ࣜࣥࢢ࣐ࢩࣥ®㸪ᰴᘧ♫ࢽࢵࢩࣥ㸧ࢆ⏝࠸࡚ษ๐ຍ
ᕤࢆ⾜࠸㸪⩏ṑࡢᡂࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ᅇࡢ◊✲࡛ୗ㢡㐠ື ᐃჾ CAD/CAM ⨨ࢆ⏝࠸࡚ᶵ⬟ⓗ࡞ேᕤṑᙧែࢆᣢࡗࡓ⮻ṑ㒊Ḟ
ᦆࡢࣀ࣓ࣥࢱࣝࢡࣛࢫࣉࢹࣥࢳ࣮ࣕࢆヨసࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓ㸬
ࡇࢀࡲ࡛ࡢညྜჾࢆ⏝࠸ࡓ㒊ศᗋ⩏ṑస〇࡛ࡣ㸪ᢏᕤᢏ⾡ࡢ⇍⦎ᗘྜ࠸ࡼࡿୖࡀࡾࡢᙳ
㡪ࡀ࠶ࡗࡓ㸬ୗ㢡㐠ື ᐃჾࢆ⏝࠸ࡿࡇࡼࡾ㸪CAD タィ࡛ᝈ⪅ᅛ᭷ࡢညྜࢆேᕤṑညྜ㠃
࡛ࡁࡿࡇࡽ㸪ṑ⛉ᢏᕤኈࡸṑ⛉་ᖌࡢᢏ⾡ᙳ㡪ࡉࢀࡿࡇ࡞ࡃ㒊ศᗋ⩏ṑࢆస〇࡛ࡁ
ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᚋ㸪ࣀ࣓ࣥࢱࣝࢡࣛࢫࣉࢹࣥࢳ࣮ࣕࡢᙧែࡸᙉᗘ㸪Ḟᦆ≧ែࡢ㐪࠸ࡼࡿ⩏ṑࡢࢹࢨࣥ➼
ࡘ࠸࡚◊✲ࡀᚲせ⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬
ཧ⪃ᩥ⊩
1)Takahashi Y, Hamanaka I, Isshi K㸬CAD/CAM Fabricated Non-metal Clasp Denture: In Vitro Pilot
Study. The International Journal of Prosthodontics. 2017;30(3):277-279.
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࢝ࢫࢱ࣒ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ⏝࠸ࡓࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃᘧࢡࣛ࢘ࣥࡢά⏝
ۑṇ 㝯♸㸪Ṋ⏣ ⯟ 㸪ᒣෆ భኴ
ᰴᘧ♫Johnny's Factory
A case report of screw retained dental implant using customized abutment
Masai R㸪Takeda W㸪Yamauchi Y
Johnny's Factory
Ϩ㸬┠ⓗ
ࢭ࣓ࣥࢺಖᣢᆺࣥࣉࣛࣥࢺಟ≀ࡣ,ཱྀ⭍ෆ࡛ୖ㒊ᵓ㐀ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ᥋╔ฎ⌮ࡋࡓ
㝿Ⓨ⏕ࡍࡿవࢭ࣓ࣥࢺࡀ㌾⤌⧊ࡢᦆയࡸ㦵ᦆኻࢆࡶࡓࡽࡍゝࢃࢀ࡚࠸ࡿ.ࢫࢡ࣮ࣜࣗ
ᅛᐃᘧࣥࣉࣛࣥࢺಟ≀࡛ࡣ,ࡑࢀࡽࡢḞⅬࢆཱྀ⭍እ࡛᥋╔ࡍࡿࡇ࡛⿵࠼ࡿࡀ,ᇙධ῝ᗘ
ࡀ῝࠸ࣥࣉࣛࣥࢺࡢሙྜࡣୖ㒊ᵓ㐀ᑐࡍࡿညྜᅽࡢ㈇ᢸࡀࡁࡃ,≉ࢭ࣑ࣛࢵࢡࢆୖ
㒊ᵓ㐀⏝ࡍࡿ◚ᢡ⧚ࡀࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸.
ࡑࡇ࡛࢝ࢫࢱ࣒ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ⏝ࡋࡓࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃᘧࡢࢪࣝࢥࢽࢡࣛ࢘ࣥࢆ㑅ᢥ
ࡋࡓ.࢝ࢫࢱ࣒ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆṑ⫗⦕࡛タィࡍࡿࡇ࡛ࢭ࣓ࣥࢺࢆ㝖ཤࡋࡸࡍࡃ࡞ࡿ.
ࡲࡓ,࣮࣍ࣝࡁࢡࣛ࢘ࣥࢆタィࡍࡿ࡛,ࢡࣛ࢘ࣥࢆᅇྍ⬟ࡋ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆ⾜࠸ࡸࡍ
ࡃ࡞ࡿ.࢝ࢫࢱ࣒ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ⏝࠸ࡿ࡛ࢪࣝࢥࢽࢡࣛ࢘ࣥࡢ㧗ࡉࢆᢚ࠼ࡿࡇࡀ࡛
ࡁࡿࡢ࡛ᙉᗘࡀపࡃ㏱᫂ᗘࡢ㧗࠸ࢪࣝࢥࢽࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡾᑂ⨾ᛶࡶ☜ಖࡍࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࡿ.
ϩ㸬᪉ἲ
㸯㸬ࢳࢱࣥ࢝ࢫࢱ࣒ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ⏝ࡋࡓࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃᆺࢪࣝࢥࢽࢡࣛ࢘ࣥࢆ〇స.
༙↝⤖ࢪࣝࢥࢽࡢෆ㠃࣮࢜ࢡฎ⌮ࢆࡍࡇ࡛࣐ࢫ࢟ࣥࢢฎ⌮ࢆ⾜࠸㏱᫂ឤࡢ㧗࠸
ࢪࣝࢥࢽࢆ㑅ᢥࡍࡿ.
㸰㸬ࢪࣝࢥࢽࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ⏝ࡋࡓࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃᆺࢪࣝࢥࢽࢡࣛ࢘ࣥࢆ〇స.
ࢪࣝࢥࢽࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࡣᙉᗘࡀ㧗ࡃ㏱᫂ឤࡢప࠸ࡶࡢࢆ㑅ᢥ.⿵⥛≀ࡣᙉᗘࡀపࡃ㏱
᫂ឤࡢ㧗࠸ࢪࣝࢥࢽࢆ㑅ᢥ.
㸱㸬ཱྀ⭍ෆ༳㇟ࢆ⏝࠸ࡓ࡚ղࢆ㑅ᢥ.〇సࡋࡓࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆCAD࡛⨨ྜࢃࡏࡋࡓ
ࢹ࣮ࢱࢆ〇సࡋ,3Dࣉࣜࣥࢱ࣮࡚ᶍᆺࡢࣉࣜࣥࢺࢆ⾜࠺.ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࡀ᳜❧ࡉࢀࡓ3Dࣉ
ࣜࣥࢺᶍᆺࢆ〇సࡋ,ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺලࡢ〇సཬࡧୖ㒊ᵓ㐀ࡢㄪᩚࡶ⾜࠺.
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ࢪࣝࢥࢽࡢ㐺ྜࡀⴭࡋࡃྥୖࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢪࣝࢥࢽࡢ⥔ᣢຊࡶ
ୖࡀࡗ࡚࠸ࡿ.ࡇࢀࡼࡾࢭ࣓ࣥࢸࣥࢢࡶࡼࡾ⡆༢⾜࠺ࡇࡀ࡛ࡁࡓ.
ࡲࡓ࢝ࢫࢱ࣒ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ⏝ࡋ⿵⥛≀ࢆศࡍࡿࡇ࡛᪤ᡂࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ⏝
ࡋࡓࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃᘧࢡࣛ࢘ࣥࡼࡾࡶ㦵ཬࡧࣥࣉࣛࣥࢺࡢᛂຊࡀ㍍ῶࡉࢀࡿ.
ࡋࡋ࡞ࡀࡽࢡࢭࢫ࣮࣍ࣝࡢ⨨ࡼࡾᑂ⨾ᛶࢆపୗࡉࡏࡿࡇࡀ࠶ࡿ.ࡇࢀࡣゅᗘ⿵ṇ
࡚ಟṇྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ,⌧≧࢝ࢫࢱ࣒ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺୖ㒊⿵⥛≀ࡶゅᗘࢆ⿵ṇࡍࡿࡇ
ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿ.
ᅇ⾜ࡗࡓ࡛ࡣṑ⛉་ᖌཬࡧᝈ⪅ࡶ‶㊊ࡢ࠸ࡃ⤖ᯝ࡞ࡗࡓ.ᚋ㛗ᮇ⤒㐣ࢆぢ࡚
㝶⤖ᯝሗ࿌ࢆ⾜࠸ࡓ࠸.
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ࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆ⏝࠸ࡓṑࡢ⛣ືᵝែࡢゎᯒ
ۑబஂ㛫ඃᘺ㸪⏣௦ ៅ㸪ᵐᏹኴ㑻
ᏛṑᏛ㒊ṑ⛉▹ṇᏛㅮᗙ
Analysis of the tooth migration appearance using the digital technology
Sakuma Y㸪Tashiro M㸪Maki K
Department of Orthodontics,School of Dentistry,Showa University
Ϩ㸬┠ⓗ
ᢤṑࢆక࠺▹ṇ⒪࠾࠸࡚㸪≟ṑࡢ㐲ᚰ⛣ືࢆ⾜࠺㝿㸪ᡃࠎࡣ≟ṑࡢṑ㍈ࢆᖹ⾜≌
ᘬࡋࡼ࠺ࡍࡿࡀ㸪ᐇ㝿ࡣᢤṑ❐ྥࡗ࡚ഴᩳࡋ࡞ࡀࡽ⛣ືࡋ࡚ࡋࡲ࠺㸬
㐣ཤ≟ṑࡢ⛣ືࡢ㐪࠸ࡘ࠸࡚≌ᘬຊࡢ㐪࠸࡛ぢࡓࡶࡢࡣከࡃᏑᅾࡍࡿࡀ㸪ṑ᰿ࡢື
ࡁࡲ࡛ࢆほᐹࡋࡓ◊✲ࡣ࡞࠸㸬ࡑࡇ࡛㏆ᖺᬑཬࡋ࡚࠸ࡿࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࢆ⏝࠸࡚ẖᅇࡢᨺᑕ
⥺⿕᭚࡞ࡃṑෙࡢືࡁࡽṑ᰿ࡢືࡁࢆほᐹ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࣔࢹࣝࢆࢯࣇࢺୖ࡛సᡂࡋ㸪ṑ
ࡢ⛣ືᵝែࡢヲ⣽ࢆほᐹࡍࡿࡇࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
▹ṇデ᩿ࡢ⤖ᯝ㸪➨୍ᑠ⮻ṑᢤṑࡀᚲせุ᩿ࡉࢀࡓᝈ⪅ࢆᑐ㇟ࡋ㸪≟ṑࡢ㐲ᚰ⛣ື
㛤ጞࡽ㐲ᚰ⛣ື⤊ࡲ࡛1᭶ࡈTRIOS Pod(3shape,Denmark)ཱྀ࡚⭍ෆࢆࢫ࢟ࣕࣥ
ࡋࡓ㸬≟ṑ㐲ᚰ⛣ືࡢ࣮࣡ࣖࢧࢬࡣ0.016 inch Stainless Steelࢆ⏝࠸㸪≌ᘬຊࡣ
60gࡋࡓ㸬
ึデ▹ṇデ᩿ࡢࡓࡵᙳࡋࡓCone Beam Computed Tomography(CBCT)ࡼࡗ࡚ᚓࡽ
ࢀࡓDigital Imaging and Communications in Medicine(DICOM)ࢹ࣮ࢱࢆࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
ࢯ ࣇ ࢺ BioNa5.0(  ⏣ ⢭ ᐦ ᰴ ᘧ  ♫ 㸪 ᪥ ᮏ )  ධ ຊ ࡋ 㸪 ≟ ṑ ࡢ ṑ ෙ  ṑ ᰿ ࢆ ྵ ࢇ ࡔ
Stereolithography(STL)ࢹ࣮ࢱࢆᢳฟ㸬3DศᯒࢯࣇࢺAvizo Ver6.3.1(FEI,Oregon USA)ࢆ
⏝࠸࡚㸪᮶㝔ࡈᚓࡽࢀࡓṑิࡢSTLࢹ࣮ࢱṑෙࡢ≉ᚩⅬࢆ⏝࠸࡚㔜ࡡྜࢃࡏࢆ⾜࠸㸪
TRIOS Podࡼࡗ࡚ᚓࡓṑෙࡢSTLࢹ࣮ࢱCBCTࡼࡾᚓࡓ≟ṑࡢSTLࢹ࣮ࢱࢆ」ྜࡉࡏࡓ(௨
ୗ㸪ṑิṑ᰿」ྜࣔࢹࣝ)㸬
ḟ㸪≟ṑ㐲ᚰ⛣ື㛤ጞࡢṑิṑ᰿」ྜࣔࢹࣝ⒪㐍⾜ࡈࡢṑิṑ᰿」ྜࣔࢹࣝ
ࢆࢼࣥࢫࡢ࣮࣍ࣝࢹࣥࢢ࣮ࢳࡢᵓ㐀≀࠾ࡅࡿ≉ᚩⅬࢆ⏝࠸ࡓ㔜ࡡྜࢃࡏࢆ⾜࠸㸪≟
ṑࡢ⛣ືᵝែࢆゎᯒࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
≌ᘬึᮇ࠾࠸࡚ṑࡣᙉ࠸ഴᩳ⛣ືࢆ♧ࡍࡀ㸪ഴᩳ⛣ືࡀ㉳ࡁࡿࡇ࡛࣮࣡ࣖࡓࢃ
ࡳࡀ⏕ࡌ࡚ᚎࠎ᰿ᑤࡢ㐲ᚰ⛣ື㔞ࡀቑຍࡋ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸⪃࠼ࡽࢀࡓ㸬ࡉࡽഴ
ᩳ⛣ືࡀᙉࡃㄆࡵࡽࢀࡓ≌ᘬึᮇࡢ㔜ࡡྜࢃࡏࡼࡾ㸪ṑࡢᢠ୰ᚰࡣ᰿ᑤഃ 1/5-1/4 ㏆
࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠸࠺ࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬ᚋ㔜ࡡྜࢃࡏࡢ⢭ᗘ᳨ドࢆ⾜࠺ࡶ
≌ᘬຊࡢ㐪࠸ࡼࡾᢠ୰ᚰࡢ⨨ࡀࡢࡼ࠺ኚࡋ࡚࠸ࡃࢆㄪᰝࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿ㸬
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P-30

ྀ⏕㔞ࡢ㐪࠸ࡀගᏛ༳㇟᥇ᚓࡢ⌧ᛶ࠼ࡿᙳ㡪ࡢ᳨ウ
⏣ۑ௦ ៅ㸪బஂ㛫ඃᘺ㸪ᵐᏹኴ㑻
ᏛṑᏛ㒊ṑ⛉▹ṇᏛㅮᗙ
Precision of digital impression in various crowding cases in vitro
Tashiro M㸪Sakuma Y㸪Maki K
Department of Orthodontics, School of Dentistry, Showa University
Ϩ㸬┠ⓗ
▹ṇ⒪ࢆᕼᮃࡉࢀࡿ᪉ࡢṇညྜࡢ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡋྀ࡚⏕ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮
ࢆ⏝࠸ࡓ㢡ࡢගᏛ༳㇟᥇ᚓ࠾࠸࡚ṑิࡢྀ⏕ࡢ⛬ᗘࡀ⌧ᛶ࠼ࡿᙳ㡪ࡘ࠸࡚ホ౯ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
➨⮻ṑࡢⴌฟࡋ࡚࠸ࡿḞᦆṑ࠾ࡼࡧ㐣ṑࡢ࡞࠸ᖹ⾜ᶍᆺ6ࡘࢆ㸪ྀ⏕㔞ࡼࡾ2ࡘࡎࡘ
3 ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉศࡅࡿ㸬ձMild crowding(0 ࠥ4mm)ղModerate crowding(4 ࠥ8mm)ճSevere
crowding(8ࠥmm)㸬ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢTRIOS Pod(3shape,Copenhagen,Denmark)ࢆ⏝࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ6
ᅇࡎࡘᙳࢆ⾜ࡗࡓ㸬
ᙳ᮲௳㸪ᙳᡭ㡰㸪⾡⪅ࡣ࡚ྠ୍ࡋࡓ㸬᥇ᚓࡋࡓStereolithography(STL)ࢹ࣮ࢱࢆCADࢯ
ࣇࢺGeomagic Freeform Touch X(3D SYSTEMS,USA)ࢆ⏝࠸࡚ᙳ1ᅇ┠ࡢࣔࢹࣝࢆࣜࣇࣞࣥࢫࣔࢹ
ࣝࡋ࡚ṧࡾ5ᅇࡢᙳࢹ࣮ࢱࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓᚋ㸪ᇶ‽ᖹ㠃ࢆ⏝࠸࡚ᶍᆺࢹ࣮ࢱࡢࢺ࣑ࣜࣥࢢࢆ⾜
࠸ STL ࢹ ࣮ ࢱ  ࡋ ࡚ ಖ Ꮡ ࡋ ࡓ 㸬 ࢺ ࣜ ࣑ ࣥ ࢢ ࢆ ⾜ ࡗ ࡓ 㸪 STL ࢹ ࣮ ࢱ ࢆ 3D ศ ᯒ ࢯ ࣇ ࢺ Avizo
Version6.3.1(FEI,Oregon,USA)࡚Iterative Closest Point(ICP)ࣝࢦࣜࢬ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ⾲㠃㔜ࡡ
ྜࢃࡏࢆ⾜࠸㸪㏆᥋ࡍࡿⅬ⩌㛫㊥㞳ࡢᖹᆒࢆ⟬ฟࡋ࡚⌧ᛶࡋࡓ㸬ᚓࡽࢀࡓ3ࡘࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ
⌧ᛶࢆẚ㍑ࡋࡓ㸬⤫ィฎ⌮ࡣ୍ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ࠾ࡼࡧBonferroniἲࢆ⏝࠸ࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
⌧ᛶࡣࢢ࣮ࣝࣉձ40.0±19.0ȣm㸪ࢢ࣮ࣝࣉղ20.5±5.4ȣm㸪ࢢ࣮ࣝࣉճ18.2±5.3ȣm ࡞ࡗ
ࡓ㸬ձղ㛫࠾ࡼࡧձճ㛫࡛ࡣ⤫ィⓗ᭷ពᕪࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ղճ㛫࡛ࡣㄆࡵࡽࢀ࡞ࡗࡓ㸬ྀ⏕㔞
ࡀࡁ࠸⌧ᛶࡣపୗࡍࡿ⪃࠼࡚࠸ࡓࡀ㸪⤖ᯝࡋ࡚ࡣྀ⏕㔞ࡢᑠࡉ࠸ࡶࡢࡢ⌧ᛶࡀప
ࡗࡓ㸬ྀ⏕㔞ࡢࡁࡉࡀᙳ㡪ࡋ࡞ࡗࡓせᅉࡋ࡚㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡢᙳཎ⌮࠾ࡼࡧᮏ◊✲ࡀ
ᶍᆺࡢᙳ࡛࠶ࡗࡓࡇࡀᣲࡆࡽࢀࡿ㸬TRIOS Pod ࡣᙳཎ⌮ࡋ࡚ඹ↔Ⅼἲ(ྠ㍈ἲ)ࢆ⏝࠸࡚࠾
ࡾ㸪ගࡢ↷ᑕ᪉ྥ᳨ฟ᪉ྥࡀྠ㍈࡛࠶ࡿࡓࡵ㸪พฝࡢ࠶ࡿ㒊ࡍ࡞ࢃࡕྀ⏕㒊ࡶᙳࡀᐜ࡛᫆
࠶ࡾྀ⏕㔞ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡞ࡗࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ࡲࡓ㸪ᶍᆺࡢᙳ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵᙳ᪉ྥࡢไ㝈ࡀᑡ࡞ࡗࡓࡇࡶせᅉᛮࢃࢀࡿ㸬ࢢ࣮ࣝࣉ
ձࡢ⌧ᛶࡀపࡃ࡞ࡗࡓせᅉࡋ࡚ࡣ㸪ṑิᘪࡀࡁࡃ➨⮻ṑࡽᑐഃྠྡṑࡲ࡛ࡢṑิᘪ
࿘㛗ࡀ㛗࠸ࡶࡢࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㸪࢚࣮ࣛࡀ✚ࡉࢀࡓ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬⌧ᅾ␗࡞ࡿᙳཎ⌮ࡢཱྀ⭍ෆࢫ
࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸࡚㸪ྠᵝࡢ◊✲ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿࡓࡵ㔜ࡡ࡚ሗ࿌ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸㸬
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P-31

࢙࢘ࣛࣈࣝࢹࣂࢫࢆే⏝ࡋࡓ࣮ࣔࢩࣙࣥ࢟ࣕࣉࢳ࣮ࣕࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒
ۑᯇᮏᙬᏊ㸪ከᫀே㸪ሐ ጾஅ㸪ᰗ
᮰㸪ຍຍᜨ㸪ᇛᡞᐶྐ
⚟ᒸṑ⛉ᏛညྜಟᏛㅮᗙཱྀ⭍ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝

Dynamic computer-guided navigation system with wearable device

Matsumoto A㸪Otawa M㸪 Tsutsumi T㸪Yanagi T㸪Kakura K㸪Kido H
Section of Oral Implantology Department of Oral Rehabilitation Fukuoka Dental College

Ϩ㸬┠ⓗ
ࣥࣉࣛࣥࢺ⒪࡛ࡣࣥࣉࣛࣥࢺయࡢᇙධ⨨ࡣ⒪ࡢᡂྰࢆᕥྑࡍࡿ㔜せ࡞ᅉᏊ࡛࠶ࡿ㸬ᑗ᮶
ࡢୖ㒊ᵓ㐀ࢆᐃࡋࡓ⌮ⓗ࡞⨨ࣥࣉࣛࣥࢺయࢆᇙධࡍࡿࡓࡵ㸪⾡๓ᑗ᮶ࡢୖ㒊ᵓ㐀ࡢࢭ
ࢵࢺࢵࣉࣔࢹࣝࢆ〇సࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸬⾡๓ീࡉࢀࡓ CT ⏬ീୖࢭࢵࢺࢵࣉࣔࢹࣝࡢୖ㒊
ᵓ㐀┦ᙜ㒊ࡢእᙧࡀᢞᙳࡉࢀࡿࡇ࡛㸪ṇ☜࡞ࣥࣉࣛࣥࢺ⒪ࡢᇙධィ⏬ࡀ❧࡛ࡁࡿ㸬㏆ᖺ࡛ࡣ
ࢭࢵࢺࢵࣉࣔࢹࣝࢆ࣡ࢵࢡࢫࢵࣉ࡛〇సࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ࣮ୖ࡛ࣂ࣮ࢳ࣮ࣕࣝࢸ࣮
ࢫࢆ⏝ࡍࡿࡇࡶ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢯࣇࢺୖ࡛Ỵᐃࡋࡓࣥࣉࣛࣥࢺᇙ
ධ⨨࠾ࡾᇙධᡭ⾡ࢆᐇ⾜ࡍࡿ᪉ἲࡋ࡚㸪CAD/CAM ࡼࡿࢻࣜࣝ࢞ࢻࡢ⏝ࡀᬑཬࡋࡘࡘ
࠶ࡿ㸬ࢻࣜࣝ࢞ࢻࢆ⏝ࡍࡿ᪉ἲࡣィ⏬㏻ࡾࢻࣜࣜࣥࢢࡍࡿࡇࡀᐜ࡛᫆㸪ṧᏑṑᨭᣢࢱࣉ࡛
ࡣ࡞ࡾⰋዲ࡞⢭ᗘࡀ☜❧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡋࡋ㸪ࢻࣜࣜࣥࢢసᴗࡀ࢞ࢻ࡛┤ど࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛㸪࠸ࢃ
ࡺࡿࣈࣛࣥࢻᡭ⾡࡞ࡾ㸪࢞ࢻࡢ㐺ྜ➼ࡢ⢭ᗘ㛵ࡍࡿ☜ㄆࢆᛰࡿࡁ࡞ᨾࡘ࡞ࡀࡿྍ⬟
ᛶࡀ࠶ࡿ㸬ࡲࡓ㸪⾡㔝ࡀ࢞ࢻ࡛⿕ࢃࢀࡿࡢ࡛㸪෭༷ࡢࡓࡵࡢὀỈࡀ㐽ࡽࢀࡸࡍࡃ㸪ⅆയ㛵ࡍࡿሗ
࿌ࡀ࠶ࡿ㸬ᇙධࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ࠾ࡾࡢᇙධࢆᐇ⌧ࡍࡿูࡢ᪉ἲࡋ࡚㸪࠸ࢃࡺࡿ࣮ࣔࢩࣙࣥ࢟ࣕ
ࣉࢳ࣮ࣕࢆ⏝ࡋࡓࢻࣜࣝ⨨ࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿ㸬
ᡃࠎࡢタ࡛ࡣ 2015 ᖺ 12 ᭶ࡼࡾࢻࣜࣝࡢࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒㸦Navident®㸪ClaroNAV㸧ࢆᑟ
ධࡋ㸪ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධᡭ⾡⏝ࡋ࡚ࡁࡓ㸬Navident®ࡣ㸪⾡๓ᑓ⏝ࡢ࣐࣮࣮࢝ࢆᝈ⪅╔ࡋ࡚
CT ᙳࢆ⾜࠸㸪デ᩿⏝ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢯࣇࢺࢆ⏝࠸࡚ࣥࣉࣛࣥࢺᇙධィ⏬ࢆ❧ࡍࡿ㸬ᇙධᡭ⾡
୰ࡣࢻࣜࣜࣥࢢ⏝ࡢࣁࣥࢻࣆ࣮ࢫᝈ⪅ࡢṑิᑓ⏝ࡢ࣐࣮࣮࢝ࢆ╔ࡋ㸪୧⪅ࡢ⨨㛵ಀࢆ㸰ྎࡢ
࣓࡛࢝ࣛᤊ࠼ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࣃࢯࢥࣥ⏬㠃ୖ࡛ CT ⏬ീᇙධணᐃ㒊ࢻࣜࣝࡢ⨨ࢆࣔࢽࢱ࣮ୖࣜ
ࣝࢱ࣒⾲♧ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿ㸬ࡇࡢ᪉ἲࡣࢻࣜࣝ࢞ࢻࢆᚲせࡏࡎ㸪ィ⏬㏻ࡾࡢࢻࣜࣜࣥࢢࡀ࡛
ࡁࡿࡓࡵ㛤ཱྀ㔞ไ㝈ࡢ࠶ࡿᝈ⪅⏝࡛ࡁ㸪ⅆയࡢࣜࢫࢡࡀప࠸Ⅼ࡛ඃࢀ࡚࠸ࡿᛮࢃࢀࡿ㸬
Navident®࡛ࡣ㸪⾡⪅ࡣࣃࢯࢥࣥࡢ⏬㠃ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽᡭ⾡ࢆ⾜࠺㸬ࡑࡢࡓࡵ⾡⪅ࡣࣔࢽࢱ࣮ࢆ☜ㄆࡋ
࡞ࡀࡽᇙධᡭ⾡ࢆ⾜࠸㸪ᡭ⾡㒊ࡽど⥺ࢆእࡍᚲせࡀ࠶ࡾ㸪Ᏻ⏝ࡍࡿࡓࡵࡣᢏ⾡ឤぬࡢ
⇍⦎ࡀྍḞ࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪║㙾ࡸᖗᏊ࡞╔ྍ⬟࡞ᑠᆺࡢࢹࢫࣉ࡛ࣞ࠶ࡿ VUFINE®
㸦VUFINE, Inc America㸧ࢆే⏝ࡍࡿࡇ࡛ᡭ⾡㒊ࡽど⥺ࢆእࡉࡎᏳᡭ⾡ࢆ⾜࠺᪉ἲࡘ࠸
᳨࡚ウࡋࡓ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ᝈ⪅ࡢ CT ࢹ࣮ࢱࡽ㸱D ࣉࣜࣥࢱ࡛㢡㦵ᶍᆺࢆ〇సࡋࡓ㸬㢡㦵ᶍᆺࡢእᙧࢆࢫ࢟ࣕࣥࡋ㸪 ࢩ࣑ࣗ
࣮ࣞࢩࣙࣥࢯࣇࢺ࡛ CT ࢹ࣮ࢱ㢡㦵ࡢእᙧࢹ࣮ࢱࢆ㔜ࡡྜࢃࡏࡓ㸬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢯࣇࢺୖ࡛ࣥ
ࣉࣛࣥࢺࡢᇙධ⨨ࢆỴᐃࡋࡓ㸬㢡㦵ᶍᆺࢆᐇ⩦⏝ࣇࣥࢺ࣮࣒╔ࡋ㸪ᶍᆺࢻࣜࣝ⏝ࣁࣥࢻࣆ
࣮ࢫ࣐࣮࣮࢝ࢆ╔ࡋ࡚ Navident® ࡢ‽ഛࢆࡋࡓ㸬 Navident® ࢆ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࣃࢯࢥࣥ
VUFINE®ࢆ HDMI ࢣ࣮ࣈ࡛ࣝ᥋⥆ࡋ㸪ࣔࢽࢱ࣮ࡢሗࢆ VUFINE®⾲♧ࡉࡏࡓ㸬ࢻࣜࣜࣥࢢࣥ
ࣉࣛࣥࢺᇙධࢆ⾜࠸㸪ࢻࣜࣜࣥࢢࡢᐜ᫆ࡉ㸪ど⥺ࡢ᪉ྥ㸪ᇙධឤぬࡘ࠸࡚☜ㄆࡋࡓ㸬
Ϫ.⤖ᯝ⪃ᐹ
Navident® VUFINE®ࡢ᥋⥆≧ែࡣⰋዲ࡛㸪⾲♧ࢱ࣒ࣛࢢ࡞ࡢ㒔ྜ࡞⌧㇟ࡣぢࡽࢀ࡞ࡗ
ࡓ㸬ࡲࡓ㸪ど㔝ෆ⾲♧ࡉࢀࡿࢻࣜࣝࡢ⨨ሗࡣ㸪㐺ᗘ࡞ࡁࡉ࡛㸪⾡㔝ࡢ┤どጉࡆࡣ࡞ࡽ࡞
ࡗࡓ㸬࢙࢘ࣛࣈࣝࢹࣂࢫࢆే⏝ࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ᡭ⾡㒊ࡽど⥺ࢆእࡉࡎᇙධ❐ᙧᡂࡍࡿ
ࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬ࡇࢀࡼࡗ࡚ࡼࡾᏳ࣮ࣔࢩࣙࣥ࢟ࣕࣉࢳ࣮ࣕࢼࣅࢤ࣮ࢩࣙࣥࢩࢫࢸ࣒
Navident®ࢆ⏝ࡍࡿࡇࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬ࡲࡓ㸪⾡㔝ࢻࣜࣝ⨨ࢆྠ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽᡭ⾡ࡀ⾜࠼
ࡿࡢ࡛㸪ࢻࣜࣝ࢞ࢻẚ㍑ࡋ࡚⾡⪅ࡢᇙධ⨨㛵ࡍࡿឤぬࢆ⫱࡚ࡿࡢ᭷ຠ࡛࠶ࡿᛮࢃࢀࡓ㸬
ࡉࡽ㸪ࣂ࣮ࢳࣕࣝᡭ⾡Ⓨᒎࡉࡏࡿࡇࡀྍ⬟࡛࠶ࡿᛮࢃࢀ㸪ᩍ⫱⏝ࡢࢹࣂࢫࡋ࡚ࡢ⏝࡛
ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
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୍⯡ཱྀ₇ࠊ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲⏝
୍⯡ཱྀ₇ࠊ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲⏝ ᢒ㘓ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ
ᢒ㘓ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ

P-32

ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸࡚㢡ᶍᆺࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃᘧୖ㒊ᵓ㐀ࢆ〇సࡋࡓ㸯
ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࢆ⏝࠸࡚㢡ᶍᆺࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃᘧୖ㒊ᵓ㐀ࢆ〇సࡋࡓ㸯
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
ۑሐ
ۑሐ ጾஅ
ጾஅ
㸪ከᫀே
㸪ከᫀே
㸪୍ᚿᜏኴ
㸪୍ᚿᜏኴ
㸪Ᏻᯇ㤶ዉỤ
㸪Ᏻᯇ㤶ዉỤ
㸪ᯇᮏᙬᏊ
㸪ᯇᮏᙬᏊ
㸪ຍຍᜨ
㸪ຍຍᜨ
㸪ᇛᡞᐶྐ
㸪ᇛᡞᐶྐ
1 1
⚟ᒸṑ⛉ᏛညྜಟᏛㅮᗙ
⚟ᒸṑ⛉ᏛညྜಟᏛㅮᗙཱྀ⭍ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝,
ཱྀ⭍ࣥࣉࣛࣥࢺᏛศ㔝,
2 2
⚟ᒸṑ⛉Ꮫ་⛉ṑ⛉⥲ྜ㝔
⚟ᒸṑ⛉Ꮫ་⛉ṑ⛉⥲ྜ㝔୰ኸᢏᕤᐊ
୰ኸᢏᕤᐊ
A case
A case
report
report
of of
a screw
a screw
retained
retained
superstructure
superstructure
manufactured
manufactured
with
with
intra
intra
oral
oral
scanner
scanner
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1
Takeshi
Takeshi
T 㸪Otawa
T 㸪Otawa
MM
㸪Isshi
㸪Isshi
KK
㸪Yasumatsu
㸪Yasumatsu
KK
㸪Matsumoto
㸪Matsumoto
AA
, Kakura
, Kakura
K1K
, Kido
, Kido
H1H1
1 1
Section
Section
of of
Oral
Oral
Implantology
Implantology
Department
Department
of of
Oral
Oral
Rehabilitation
Rehabilitation
Fukuoka
Fukuoka
Dental
Dental
College
College
2 2
Fukuoka
Fukuoka
Dental
Dental
College
College
Medical&Dental
Medical&Dental
General
General
Hospital
Hospital
Central
Central
Dental
Dental
Laboratory
Laboratory

Ϩ┠ⓗ
Ϩ┠ⓗ
㏆ᖺ㸪
㏆ᖺ㸪
ከࡃࡢཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡀ⏝࡛ࡁࡿᵝ࡞ࡾ㸪
ከࡃࡢཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮ࡀ⏝࡛ࡁࡿᵝ࡞ࡾ㸪
ගᏛ༳㇟ἲࡣ⮫ᗋࡢᵝࠎ࡞ศ㔝࡛⏝
ගᏛ༳㇟ἲࡣ⮫ᗋࡢᵝࠎ࡞ศ㔝࡛⏝
ࡉࢀࡿࡇࡀண
ࡉࢀࡿࡇࡀணࡉࢀࡿ㸬
ࡉࢀࡿ㸬
ࣥࣉࣛࣥࢺ⒪࠾ࡅࡿගᏛ༳㇟࡛ࡣᚑ᮶ࡢ༳㇟⏝ࢥ࣮ࣆࣥࢢ௦
ࣥࣉࣛࣥࢺ⒪࠾ࡅࡿගᏛ༳㇟࡛ࡣᚑ᮶ࡢ༳㇟⏝ࢥ࣮ࣆࣥࢢ௦
ࢃࡗ࡚ගᏛ༳㇟⏝ࢥ࣮ࣆࣥࢢࡀ⏝ࡉࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦TRIOS㸱㸪㸱shape♫㸧
ࢃࡗ࡚ගᏛ༳㇟⏝ࢥ࣮ࣆࣥࢢࡀ⏝ࡉࢀࡿ㸬ࡑࡇ࡛㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦TRIOS㸱㸪㸱shape♫㸧
ගᏛ༳㇟⏝ࢥ࣮ࣆࣥࢢ
ගᏛ༳㇟⏝ࢥ࣮ࣆࣥࢢ
㸦FINESIA㸪
㸦FINESIA㸪
ிࢭࣛ♫㸧
ிࢭࣛ♫㸧
ࢆ⏝࠸࡚༳㇟᥇ᚓ࠾ࡼࡧညྜ༳㇟ࢆ⾜࠸㸪
ࢆ⏝࠸࡚༳㇟᥇ᚓ࠾ࡼࡧညྜ༳㇟ࢆ⾜࠸㸪
CAD/CAM
CAD/CAM
࡛ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࢆ〇సࡋࡓࡢ࡛ヲ⣽ࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬
࡛ࣥࣉࣛࣥࢺୖ㒊ᵓ㐀ࢆ〇సࡋࡓࡢ࡛ヲ⣽ࢆሗ࿌ࡍࡿ㸬
ϩ㸬᪉ἲ
ϩ㸬᪉ἲ
ᝈ⪅ࡣ㸪66ṓዪᛶ㸬ᑂ⨾Ⰻᕥഃ࡛ညࡳࡃ࠸ࡇࢆッࡋ࡚2017ᖺ㸯᭶㸪ᮏᏛ㝔ཱྀ
ᝈ⪅ࡣ㸪66ṓዪᛶ㸬ᑂ⨾Ⰻᕥഃ࡛ညࡳࡃ࠸ࡇࢆッࡋ࡚2017ᖺ㸯᭶㸪ᮏᏛ㝔ཱྀ
⭍ࣥࣉࣛࣥࢺ⛉᮶㝔ࡋࡓ㸬ཱྀ⭍ෆᡤぢ࡛ࡣΎᤲ≧ែⰋ࡛࠶ࡗࡓ㸬ཪ㸪Ḟᦆ㒊㢡ሐ྾⛬ᗘ
⭍ࣥࣉࣛࣥࢺ⛉᮶㝔ࡋࡓ㸬ཱྀ⭍ෆᡤぢ࡛ࡣΎᤲ≧ែⰋ࡛࠶ࡗࡓ㸬ཪ㸪Ḟᦆ㒊㢡ሐ྾⛬ᗘ
ࡣ୰⛬ᗘ࡛㸪╔ṑ⫗ࡢᖜࡣ༑ศ࡛࠶ࡗࡓ㸬ṑ࿘ึᮇ⒪⤊ᚋ㸪デ᩿⏝ᶍᆺୖ࡛ࣥࣉࣛࣥࢺ
ࡣ୰⛬ᗘ࡛㸪╔ṑ⫗ࡢᖜࡣ༑ศ࡛࠶ࡗࡓ㸬ṑ࿘ึᮇ⒪⤊ᚋ㸪デ᩿⏝ᶍᆺୖ࡛ࣥࣉࣛࣥࢺ
ୖ㒊ᵓ㐀ࡢ࣡ࢵࢡࢫࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓ㸬CTീ㸦LAND
ୖ㒊ᵓ㐀ࡢ࣡ࢵࢡࢫࢵࣉࢆ⾜ࡗࡓ㸬CTീ㸦LAND
marker㸪iCAT♫)࠾ࡼࡧࣃࣀ࣐ࣛᙳᚋ㸪ࢩ
marker㸪iCAT♫)࠾ࡼࡧࣃࣀ࣐ࣛᙳᚋ㸪ࢩ
࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢯࣇࢺࢆ⏝࠸࡚㸪
࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢯࣇࢺࢆ⏝࠸࡚㸪
࣡ࢵࢡࢫࢵࣉࢫ࢟ࣕࣥࢹ࣮ࢱCTࡢDICOMࢹ࣮ࢱࡢ㔜ࡡྜࢃࡏ
࣡ࢵࢡࢫࢵࣉࢫ࢟ࣕࣥࢹ࣮ࢱCTࡢDICOMࢹ࣮ࢱࡢ㔜ࡡྜࢃࡏ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢯࣇࢺୖ࡛ᑗ᮶ࡢୖ㒊ᵓ㐀ࡢ⨨ࢆཧ⪃ࡋ࡚㸪ࣥࣉࣛࣥࢺయࡢ
ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢯࣇࢺୖ࡛ᑗ᮶ࡢୖ㒊ᵓ㐀ࡢ⨨ࢆཧ⪃ࡋ࡚㸪ࣥࣉࣛࣥࢺయࡢ
ᇙධ⨨㸪᪉ྥ࡞ࡽࡧ῝ᗘࢆỴᐃࡋ㸪ࢧ࣮ࢪ࢝ࣝ࢞ࢻࣉ࣮ࣞࢺࢆ〇సࡋࡓ㸬2017ᖺ㸲᭶┤
ᇙධ⨨㸪᪉ྥ࡞ࡽࡧ῝ᗘࢆỴᐃࡋ㸪ࢧ࣮ࢪ࢝ࣝ࢞ࢻࣉ࣮ࣞࢺࢆ〇సࡋࡓ㸬2017ᖺ㸲᭶┤
ᚄ4.2ੈ㛗ࡉ10ੈࡢࣥࣉࣛࣥࢺయ㸦FINESIA㸪BLࣥࣉࣛࣥࢺ㸪ிࢭࣛ♫㸪ᮾி㸧ࢆ㸰ᅇἲ࡛ᇙ
ᚄ4.2ੈ㛗ࡉ10ੈࡢࣥࣉࣛࣥࢺయ㸦FINESIA㸪BLࣥࣉࣛࣥࢺ㸪ிࢭࣛ♫㸪ᮾி㸧ࢆ㸰ᅇἲ࡛ᇙ
ධࡋࡓ㸬ᇙධࢺࣝࢡࡣ35N࡛ึᮇᅛᐃࡣⰋዲ࡛࠶ࡗࡓ㸬
ධࡋࡓ㸬ᇙධࢺࣝࢡࡣ35N࡛ึᮇᅛᐃࡣⰋዲ࡛࠶ࡗࡓ㸬
2017ᖺ㸵᭶ḟᡭ⾡ࢆ⾜ࡋ㸪ࣄ࣮ࣜࣥࢢࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ╔ࡋࡓ㸬2017ᖺ㸶᭶㸪㌾⤌
2017ᖺ㸵᭶ḟᡭ⾡ࢆ⾜ࡋ㸪ࣄ࣮ࣜࣥࢢࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺࢆ╔ࡋࡓ㸬2017ᖺ㸶᭶㸪㌾⤌
⧊ࡢ⒵ࢆ☜ㄆࡋ㸪ගᏛ༳㇟⏝ࢥ࣮ࣆࣥࢢ㸦FINESIA㸪ிࢭࣛ♫㸧ࢆࣥࣉࣛࣥࢺయ╔ᚋ㸪
⧊ࡢ⒵ࢆ☜ㄆࡋ㸪ගᏛ༳㇟⏝ࢥ࣮ࣆࣥࢢ㸦FINESIA㸪ிࢭࣛ♫㸧ࢆࣥࣉࣛࣥࢺయ╔ᚋ㸪
, ,
3Shape♫㸧ࢆ⏝࠸࡚ගᏛ༳㇟ࢆ⾜ࡗࡓ㸬CADࢯࣇࢺ࢙࢘㸦Abutment
3Shape♫㸧ࢆ⏝࠸࡚ගᏛ༳㇟ࢆ⾜ࡗࡓ㸬CADࢯࣇࢺ࢙࢘㸦Abutment
ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦TRIOS㸱
ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࣮㸦TRIOS㸱

Designer,
Designer,
㸱shape♫㸧ࢆ⏝࠸࡚࢝ࢫࢱ࣒ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺᬻ㛫ୖ㒊ᵓ㐀ࢆタィᚋ㸪ษ๐ຍᕤᶵ࡛
㸱shape♫㸧ࢆ⏝࠸࡚࢝ࢫࢱ࣒ࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺᬻ㛫ୖ㒊ᵓ㐀ࢆタィᚋ㸪ษ๐ຍᕤᶵ࡛
ຍᕤࡋࡓ㸬ཪ㸪3Dࣉࣜࣥࢱࢆ⏝࠸ᶍᆺࢆ〇సࡋࡓ㸬ᶍᆺୖ࡛ᬻ㛫ୖ㒊ᵓ㐀ࢆㄪᩚᚋ㸪2017ᖺ㸷᭶
ຍᕤࡋࡓ㸬ཪ㸪3Dࣉࣜࣥࢱࢆ⏝࠸ᶍᆺࢆ〇సࡋࡓ㸬ᶍᆺୖ࡛ᬻ㛫ୖ㒊ᵓ㐀ࢆㄪᩚᚋ㸪2017ᖺ㸷᭶
ᬻ㛫ୖ㒊ᵓ㐀ࢆ╔ࡋ㸪ᄮ㸪ᄟୗ㸪Ⓨ㡢࡞ࡢᶵ⬟ⓗᅇ㸪ᑂ⨾ⓗṑෙᙧែ㸪Ύᤲᛶ㸪ညྜ
ᬻ㛫ୖ㒊ᵓ㐀ࢆ╔ࡋ㸪ᄮ㸪ᄟୗ㸪Ⓨ㡢࡞ࡢᶵ⬟ⓗᅇ㸪ᑂ⨾ⓗṑෙᙧែ㸪Ύᤲᛶ㸪ညྜ
≧ែࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬2017ᖺ10᭶ࢳࢱ࣮ࣥ࣋ࢫࢪࣝࢥࢽࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺ㸪ࣔࣀࢩࣜࢵࢡࢪࣝࢥ
≧ែࢆ☜ㄆࡋࡓ㸬2017ᖺ10᭶ࢳࢱ࣮ࣥ࣋ࢫࢪࣝࢥࢽࣂࢵࢺ࣓ࣥࢺ㸪ࣔࣀࢩࣜࢵࢡࢪࣝࢥ
ࢽࢡࣛ࢘ࣥࢆཱྀ⭍እ࡛᥋╔ࡋ㸪ࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃࡢ᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࢆ╔ࡋࡓ㸬
ࢽࢡࣛ࢘ࣥࢆཱྀ⭍እ࡛᥋╔ࡋ㸪ࢫࢡ࣮ࣜࣗᅛᐃࡢ᭱⤊ୖ㒊ᵓ㐀ࢆ╔ࡋࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ගᏛ༳㇟ࡣ㸪
ගᏛ༳㇟ࡣ㸪
ᚑ᮶ࡢࢩࣜࢥࣥ༳㇟ᮦࢆ⏝࠸ࡓ༳㇟᥇ᚓἲẚ㍑ࡋ࡚㸪
ᚑ᮶ࡢࢩࣜࢥࣥ༳㇟ᮦࢆ⏝࠸ࡓ༳㇟᥇ᚓἲẚ㍑ࡋ࡚㸪
ᝈ⪅ࡢ㛤ཱྀ㛫ࡀ▷ࡃ
ᝈ⪅ࡢ㛤ཱྀ㛫ࡀ▷ࡃ
࡞ࡾ㸪༳㇟ᮦࡼࡿㄗ㣧㸪ㄗᄟࡢࣜࢫࢡࡶ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡼࡾᛌ㐺࡛Ᏻ༳㇟᥇ᚓࢆ⾜ࡍࡿࡇ
࡞ࡾ㸪༳㇟ᮦࡼࡿㄗ㣧㸪ㄗᄟࡢࣜࢫࢡࡶ࡞࠸ࡓࡵ㸪ࡼࡾᛌ㐺࡛Ᏻ༳㇟᥇ᚓࢆ⾜ࡍࡿࡇ
ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬
ࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬
ࣥࣉࣛࣥࢺ⒪࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࡢᑟධࡣ㸪
ࣥࣉࣛࣥࢺ⒪࠾ࡅࡿࢹࢪࢱࣝᢏ⾡ࡢᑟධࡣ㸪
ṇ☜࡞デ᩿Ᏻᛶࡢྥୖ
ṇ☜࡞デ᩿Ᏻᛶࡢྥୖ
࠾࠸࡚㸪
࠾࠸࡚㸪
᭷⏝ᛶࡀ㧗࠸ࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
᭷⏝ᛶࡀ㧗࠸ࡇࡀ♧၀ࡉࢀࡓ㸬
㸦⒪ࡣࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻࢥࣥࢭࣥࢺࢆᚓ࡚ᐇࡋࡓ㸬
㸦⒪ࡣࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻࢥࣥࢭࣥࢺࢆᚓ࡚ᐇࡋࡓ㸬
ࡲࡓ㸪Ⓨ⾲ࡘ࠸࡚ࡶᝈ⪅ࡢྠពࢆᚓࡓ㸧
ࡲࡓ㸪Ⓨ⾲ࡘ࠸࡚ࡶᝈ⪅ࡢྠពࢆᚓࡓ㸧
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୍⯡ཱྀ₇ࠊ࣏ࢫࢱ࣮Ⓨ⾲⏝

ᢒ㘓ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ

P-33

ྛ✀ࢫ࢟ࣕࢼ࠾ࡅࡿ ᐃ⬟࠾ࡼࡧ୕ḟඖ⏬ീᵓ⠏ࡢ≉ᛶࡘ࠸࡚
ۑఀ⸨ගᙪ㸪ᕝ▱Ꮚ㸪ఀ⸨ᓫᘯ㸪ᮌཎ⌶ஓ㸪ᖹኴ㑻㸪㔜⏣ඃᏊ㸪㔜ᮏಟఛ㸪ᑠᕝ 
㭯ぢᏛṑᏛ㒊ࢡࣛ࢘ࣥࣈࣜࢵࢪ⿵⥛Ꮫㅮᗙ
Characteristics of image recording ability and 3D-image construction of 3D scanners
Ito M, Ikawa T, Ito T, Kihara T, Hirai K, Shigeta Y, Shigemoto S, Ogawa T
Department of Fixed Prosthodontics, School of Dental Medicine, Tsurumi University
Ϩ㸬┠ⓗ
ṑ⛉⏝ CAD/CAM ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⢭ᗘ᳨ドࡘ࠸࡚ࡣ㸪ࡇࢀࡲ࡛ᩘከࡃࡢ◊✲ࡀሗ࿌ࡉࢀ㸪ィ ࣭タ
ィ࣭ຍᕤࡢࡍ࡚ࡢᕤ⛬࡛ࡢ⢭ᗘࡀ᭱⤊⿵⥛⨨ࡢ㐺ྜᛶᙳ㡪ࡍࡿࡇࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸬ᙜᩍ
ᐊ࡛ࡣ㸪ィ ⾜⛬╔┠ࡋ㸪ṑิᶍᆺᇶ‽࡞ࡿ⌫ࢆ╔ࡋࡓࣔࢹࣝࢆᑐ㇟ࡋࡓྛ✀ࢫ࢟ࣕ
ࢼࡢ⢭ᗘ᳨ドࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸦➨㸵ᅇ᪥ᮏࢹࢪࢱࣝṑ⛉Ꮫ࡚Ⓨ⾲㸧㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪JIS つ᱁࡛
〇సࡉࢀࡓཌࡳࡢ␗࡞ࡿࢤ࣮ࢪࣈࣟࢵࢡࢆ㐃⥆ⓗ㓄⨨ࡋࡓ᪤▱ࡢ༢⣧❧య㸦ᇶ‽ࣔࢹࣝ㸧ࢆィ
ࡍࡿࡇ࡛㸪ྛ✀ࢫ࢟ࣕࢼࡢ ᐃ⬟࠾ࡼࡧ୕ḟඖ⏬ീᵓ⠏ࡢ≉ᛶࡢ᳨ウࢆ⾜ࡗࡓ.
ϩ㸬᪉ἲ
ᶍᆺࢫ࢟ࣕࢼ㸰ᶵ✀㸦D900; 3Shape ♫〇㸪map400; Amann Girrbach ♫〇㸧ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ
㸰ᶵ✀㸦Trios3; 3Shape ♫〇㸪CS3600; Carestream ♫〇㸧ࢆ⏝࠸࡚ẁᕪィ ⏝ᇶ‽ࣔࢹࣝ㸦ࢭࣛ
ẁᕪ࣐ࢫࢱ; Mitsutoyo ♫〇㸧ࡢ 300C㸦ࡧẁᕪ 300,100,50,20ȣ㹫㸧 10C㸦ࡧẁᕪ 10,5,2,1
ȣ㹫㸧ࢆィ ࡋࡓ㸬ࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࡣྛ 10 ᅇィ ࢆ⾜ࡗࡓ㸬ࢫ࢟ࣕࣥࡼࡾᶵ✀ẖྲྀᚓࡋࡓ୕ḟ
ඖࣔࢹࣝࡢࢹ࣮ࢱࡣ㸪୕ḟඖゎᯒࢯࣇࢺ㸦Rapidform2006, INUS Technology㸧ࢆ⏝࠸࡚ゎᯒࡋࡓ.
᳨ウ㡯┠ࡣ㸪ձࢤ࣮ࢪ㸦G1-G5㸧ࡢ㛵ᚰ㡿ᇦෆ࠶ࡿ⾲㠃࣏ࣜࢦࣥࢹ࣮ࢱࡢᖹ㠃ᗘ㸦ᖹ㠃⾲㠃ᛶ
≧㸧㸪ղྛࢤ࣮ࢪࡢ㛵ᚰ㡿ᇦࡽ᭱ᑠἲࡼࡾồࡵࡓ㏆ఝᖹ㠃㛫ࡢཌࡳࡢᕪࡋẁᕪࡢ᳨ฟ
⬟㸦✵᭷ⓗ⨨࣭ẁᕪ㸧㸬≉ᛶࡣ㸪ճ⿕㦂యᙧ≧ࡢ⌧ᛶ㸪մẁᕪࡢᖹ㠃ᣦᐃࡋࡓ㛵ᚰ㡿ᇦෆ
ࡢ୕ḟඖ⏬ീࡢẚ㍑㸦࣏ࣜࢦࣥࡢศᕸ࡞㸧㸪ࡲࡓ㸪Trios3 ࡛ࡣࢫ࢟ࣕࣥࡢᡭ㡰ࡼࡿ᳨ウࢆ⾜
ࡗࡓ㸬⤫ィゎᯒࡣ⤫ィゎᯒࢯࣇࢺ࢙࢘(SPSS statistic㸪IBM)୍࡚ඖ㓄⨨ศᩓศᯒ㸦Tukey HSD)
ࢆ⏝࠸㸪᭷ព☜⋡ 95㸣᳨࡚ᐃࢆ⾜ࡗࡓ㸬
Ϫ㸬⤖ᯝ⪃ᐹ
ձᖹ㠃⾲㠃ᛶ≧ࡣ㸪ࢤ࣮ࢪ㛫᭷ពᕪࡣ࡞ࡃᖹ㠃ᗘࡣ D900,map400㸪Trios3㸪CS3600 ࡢ㡰㧗
࠸ᖹ㠃ᗘࢆ♧ࡋ㸪ᶍᆺࢫ࢟ࣕࢼཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ㛫࡛᭷ពᕪࢆㄆࡵࡓ㸬ղẁᕪࡢ᳨ฟ⬟࠾࠸࡚
ࡶᶍᆺࢫ࢟ࣕࢼཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ㛫࡛ẁᕪィ ್᭷ពᕪࢆㄆࡵ㸪ᶍᆺࢫ࢟ࣕࢼࡣཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕ
ࢼࡼࡾᑠࡉ࡞ẁᕪࢆ᳨ฟ࡛ࡁࡿࡇࡀ♧ࡉࢀࡓ㸬ࡋࡋ㸪ẁᕪࡀ 10ȣm ࡼࡾᑠࡉ࠸ሙྜࡣ,ᖹ㠃
ᗘ 10ȣ๓ᚋࡢᖜࢆㄆࡵࡿࡓࡵ㸪ᶍᆺࢫ࢟ࣕࢼࡶẁᕪࡢ᳨ฟࡀᅔ㞴࡞ࡗࡓ㸬ճ⿕㦂యᙧ≧ࡢ
⌧ᛶ࡛ࡣ㸪ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼࡣᶍᆺࢫ࢟ࣕࢼẚ㍑ࡋࠊ⿕㦂యࡢṍࡳࡀㄆࡵࡽࢀࡓ㸬ࢫ࢟ࣕࣥ⠊ᅖ
ࡢ㐪࠸ࡸࣞࢪࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙࣥࡢ≉ᚩⅬࡢḞዴ࡞ࡀཎᅉ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬մ୕ḟඖ⏬ീゎᯒࡢ⤖ᯝ
D900  CS3600 ࡣᆒ୍࣏ࣜࢦࣥࡀ㓄ิࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢᑐࡋ㸪㹫ap400  Trios3 ࡣ㸪ᖹ㠃ࡢ࣏ࣜ
ࢦࣥᩘ㝮ゅ㒊ࡢ࣏ࣜࢦࣥᩘ㐪࠸ࡀㄆࡵࡽࢀࡓࡀ㸪⏬ീసᡂࡢ࣭࣐࣮ࣛࣥࢪᚋࡢࢹࢩ࣓
࣮ࢩࣙࣥࡢ㐪࠸ࡼࡿࡶࡢ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬
ᶍᆺࢫ࢟ࣕࢼࡢࡼ࠺࣓࢝ࣛィ ᑐ㇟ࡀᅛᐃࡉࢀࡓ≧ែ࡛ࢫ࢟ࣕࢽࣥࢢࢆ⾜࠸㸪㸯ᅇࡢィ
࡛ᗈ⠊ᅖࢆࢫ࡛࢟ࣕࣥࡁࡿࡇ࡛ṍࡳࡢᑡ࡞࠸ࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸬୍᪉㸪ࢫ࢟ࣕࣥ
⠊ᅖࡢ⊃࠸ཱྀ⭍ෆࢫ࢟ࣕࢼ࡛ࡣ㸪ẁᕪࡀᑠࡉࡃ࡞ࡾ≉ᚩⅬࡋ᳨࡚ฟ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿィ ࡑࡢࡶ
ࡢࡀྍ⬟࡞ࡗࡓ㸬
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アース製薬株式会社

DIO デジタル株式会社

株式会社アイキャスト

株式会社データ・デザイン

株式会社アイキャット

デジタルプロセス株式会社

朝日レントゲン工業株式会社

デンツプライシロナ株式会社

有限会社東ラボラトリー

デンテックインターナショナル株式会社

アライン・テクノロジー・ジャパン株式会社

株式会社東京ミライズ

株式会社 E-Joint

東京メディカルスクール株式会社

医歯薬出版株式会社

東ソー株式会社

Ivoclar Vivadent 株式会社

株式会社トクヤマデンタル

オーラス

トロフィー・ラジオロジー・ジャパン株式会社

株式会社カイマンデンタル

株式会社ナカニシ

河北印刷株式会社

日本ピストンリング株式会社

カボデンタルシステムズジャパン株式会社

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

株式会社上神田歯研

株式会社ハーマンズ

京セラ株式会社

株式会社白鵬

クインテッセンス出版株式会社

株式会社ピーディーアール

クラレノリタケデンタル株式会社

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

株式会社ファンケル

有限会社佐々木広告社

株式会社ブレーンベース

株式会社三和デンタル

ペントロンジャパン株式会社

株式会社ジーシー

三井住友トラストクラブ株式会社

歯科工房イースト

株式会社モモセ歯科商会

株式会社シケン

株式会社モリタ

株式会社松風

YAMAKIN 株式会社

ジンマー・バイオメット・デンタル株式会社

山八歯材工業株式会社

ストローマン・ジャパン株式会社

株式会社ヨシダ

スリーエムジャパン株式会社

株式会社リック

大信貿易株式会社

和田精密歯研株式会社
（以上五十音順）

ダイセル・エボニック株式会社

一般社団法人日本デジタル歯科学会第 9 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 9 回学術大会
大会長 近藤
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