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01 Let’s Review Basic Procedure

はじめに
　世界でオッセオインテグレーションタイプインプラントの普及が始まって半世紀が経とうとしています。過去を振り返れば、インプラ

ントの歴史はある意味臨床家による試行錯誤の繰り返しでした。そういう過去をご存知の先生方も多いかと思います。

　その中で、京セラメディカル社のインプラントシステムは、バイオセラム時代を含めると、日本でも有数の歴史を持っています。そこ

には、先人たちの開発に向けたたゆまぬ努力の結果により、今日の確立されたインプラントシステム、POI EXが存在します。日本人を

含めたモンゴロイドの顎骨は薄く、小さく、そして骨量も乏しく、さらに粘膜組織も脆弱の傾向がありますが、POI EXシステムはこのことを

考慮して開発されているため、日本国内においては大変に使いやすい、安全なシステムとの評価を得ています。日本国内のシェアも

トップクラスであることが、その有用性の高さを物語っています。

　しかし、その優れたシステムも、臨床的に正しく診査と診断を行い、指定された手順を順守しなければ、かならず不具合が生まれ

ます。ましてや、インプラント治療は歯科医療における先端分野です。まずすべきことは、皆さんが最新のインプラント情報をたえず

学ぶこと、工夫を重ねる臨床経験、そこにPOI EXシステムを適正に用いることで、良い結果が生まれます。「省略する」とか「面倒

くさい」という気持ちは、臨床では存在しません。

　幸いにしてPOI EXシステムでは、診査診断やインフォームドコンセントに活用できる優れたツールが用意されています。さらに実

際の処置においても、的確な情報を得るための機器と安全な術式を揃えています。術後メインテナンスの際にも、患者さんへ情報提

供することが、後のトラブル回避に役立ちます。これらは最終的に、私たち術者のストレス軽減につながります。

　そこで「もう一度、基本手技を確認しよう」と題し、トラブル回避のポイントを解説いたします。第1回目は、「診査・診断」です。

覚本 嘉美 先生
覚本歯科医院
〈栃木県小山市開業〉
京セラメディカル公認POIインストラクター

八木原 淳史 先生
ファミリー歯科医院
〈茨城県古河市開業〉
京セラメディカル公認POIインストラクター

第１回  Let’s Review Basic Procedure

インプラント臨床のワンポイント ～全４回シリーズ連載～
 「Let’s Review Basic Procedure」
 「インプラント植立」
 「上部構造」

第１回

第２回

第３回

第４回  「アフターケアー」

インプラントを成功に導くため、臨床における注意点
およびトラブル防止のための事柄を中心に全4回に
分けてシリーズで掲載いたします。

次回からは、順次コーポレートサイト【http://kyocera-md.jp/】に掲載します。
シリーズの連載はメールマガジンにてお知らせしますので、この機会にぜひご登録ください。（登録方法はP.10） 
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2．Informed consent and Compliance  「説明と同意、そして必ず約束をしましょう」

図2

　では、インプラント治療を希望する患者さんと、何を最初にお話したら

いいでしょうか。大きく分けると二つあります。ひとつは「インフォームド

コンセント（Informed Consent）」。もうひとつは「クリニカル・コンプ

ライアンス（Clinical Compliance）」です。前者は皆さん、よくご存知か

と思います。「説明と同意」これは治療と予後に対するアドバンテージ・リスク

の話です。インプラント治療のもたらす恩恵を十分説明する一方で、診査診

断と全顎治療の必要性、処置に伴い起こりうる合併症や偶発症について

話すことになります。

　ここで役立つのが、京セラメディカルから販売されている「インプラント

ハンドブック」「患者用小冊子」（図１）です。インプラント治療の体験談や、

京セラメディカルという信頼ブランドについても解説があるため、目を通した

患者さんは、必ず安心感を持ってくれるはずです。私たちが口頭で説明する

よりも、ビジュアルで示されたほうが、患者さんは納得してくれます。

　模型の活用も有効です。「POI EX 3倍模型」「患者説明用ベース模型EX」

（図２）は、構造を立体的に理解でき、義歯との違いを明確に比べることが

できます。これらを大いに活用して、インプラント治療のメリットをお伝え

しましょう。

　では後者の「クリニカル・コンプライアンス」とは、何を話すべきか。日本語

に訳せば、患者さんとの「約束」です。必ず約束したいのが、以下の3点です。

　● 歯周治療・全顎的補綴前処置の確約

　● 定期的メインテナンスの約束

　● 治療に対する保証・免責の契約

POI EX 3倍模型

患者説明用ベース模型EX

図1
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1．Medical interview 「患者さんとの関係を大切にしましょう」

　皆さんのオフィスに、メインテナンス等で通っている馴染みの患者さんが来院されました。今回の目的は欠損補綴だったとします。こういった

ケースは、すでにお互いの信頼関係が構築されていますので、インプラント補綴を含め様々な提案が可能です。

　しかし、まったく初めての患者さんが、世の中に氾濫したインプラント情報を鵜呑みにして飛び込みでやってきた時、これは注意が必要です。

どんな考えを持っているのか、職業、生活背景、医学的既往歴など、様々な情報が不明です。もちろん、多くの患者さんが、きちんとした考えのもと

に来院されていると思いますが、時には意思疎通の難しい方もいらっしゃいます。こんな時、先生方のオピニオンをご理解いただくためのコンサル

テーションは不可欠です。インプラント治療は、その患者さんと一生のお付き合いが始まります。信頼関係を築くことは、最初のステップと言える

でしょう。
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　歯周病が及ぼす為害性については、文献的に明白です1）。

歯周治療に付随する炎症の除去と力のコントロールは、すべ

ての歯科治療における基本でもあります。もちろん、インプラ

ント治療においても、最重要項目となります。（図３、４、５）

　歯周動的治療の後には、メインテナンスも重要です。歯

周病は、30歳代以上の8割が罹患しているといわれる世界

的な慢性疾患です。Schou2）は、システマティックレビューの

中で、「歯周炎に罹患しやすい患者は、インプラント周囲炎

の発生頻度が高いため、インプラント治療の長期予後には危

険を伴う。」と結論付けています。また、メインテナンスの診

査で早期に不具合を発見できれば、トラブルも最小限に防

ぐことができます。必ず定期的な通院を約束しましょう。

　インプラントを含めた歯科治療の保証を設ける先生も、

多く見かけるようになりました。しかし、咀嚼は毎日行うも

の。まさに口腔とは、大変不安定な「生体」なのです。安易に

長期の保証を設定するのは如何なものかと私は考えます。

家電製品などは1年保証、自動車だってせいぜい5年保証な

のですから、保証契約には十分注意が必要です。そして、必

ず免責を説明しましょう。たとえば、メインテナンス通院を

怠った場合はインプラント保証の適応外となるなど、お互い

が納得できる保証内容を文書で交わすことが重要です。

　以上の3点は、患者さんと必ず約束してください。インプ

ラント医療とは、信頼と契約で成り立ちます。患者さん

によっては、素人考えを押し付けてくる人もいるかもしれ

ません。私たちが決してそれに流されることなく、正しい

治療の流れへ導くことこそ、患者さんと幸せな関係を導く

「鍵」となります。

■臨床技術のステップアップには、規格性を求めた資料作りが第一に重要

図5

図3

図4
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3．Adequate Examination 「必要十分な検査を必ず行いましょう」

図9 右下5番。オトガイ孔に近接していたケース。ＣＴ診査により
       ショートインプラントを選択し事前に事故を回避できた

図8 Coronal像にて頬舌的な骨量が不足している。
　　骨造成により対応した

図6 挺出歯に対し、矯正力にて圧下

図7 パノラマエックス線では左下臼歯部欠損に埋入処置
　　は問題ないと思われたが

　患者さんとの間に信頼関係が構築され、歯周治療を進める中で治療の最終目標へ

向かって双方の意識が高まってきました。ここでいよいよインプラント治療へ向けての

具体的診断に入ります。スタディモデルによる咬合診断により、補綴前処置の必要性を

検討します。適正な咬合付与のためには、必要に応じて矯正処置も必要です。欠損部の

対合歯は、挺出していることが多いので、歯列弓に戻すための治療法は、きちんと患者

さんと話し合いましょう。（図６）

　インプラント埋入処置の診査になると、画像診断が重要になります。補綴前処置に

より、対合歯との関係は改善されているはずですから、あとは顎骨の状態を把握すれば、

診査は終了します。模型診断で設定した埋入位置と、歯周治療時に撮影した全顎エックス

線写真を参考にして、隣接歯根の彎曲や歯軸形態を確認します。これにより近遠心的埋入

方向がほぼ決まりました。この情報を、診断用ステントに反映させます。

　10年前なら、これでパーフェクトな検査でした。なぜならGeneral Practiceレベルでは、

「断層撮影」という診断機器が存在しなかったからです。しかし、2次元の画像診断で欠如

しているものがいくつかあります。それは頬舌的な骨形態と骨量の診断、そして骨密度

です。欠損顎堤部のエックス線で不自然に透過性が高進しているときは、骨密度が不良、

あるいは頬舌的骨量が不足していることも考えられます。

　かつてはボーンマッピング法などでおおよその骨形態を把握しましたが、いずれにしても

口腔底側は非常に診査が困難です。このため、時に想定外のアクシデントも起こって

います3）。経験豊かなインプラントロジストなら一度はヒヤリとした事例もあるかもしれ

ません。（図７、８）

　やはりこれからの時代、CT診査は必須なのです。（社）日本口腔インプラント学会でも、

術前のCT診査を積極的に勧めています。患者さんとのトラブルを避ける意味でも、必ず

術前CT撮影を心がけましょう。（図９）

　CTの普及は、インプラント治療のみならず歯科臨床の進め方に大きな変革をもたらし

ました。私のオフィスでも、さまざまな病態で欠かすことのできない診査となっています。

現在、日本国内で大変多くのCT機器が販売されています。世界的に見ても日本は、CTの

普及率がトップレベルです。そんな中で私が京セラメディカルのCT（PreVista）を選択

した理由は、単にPOIユーザーだったというだけではありません。

　● 会社のメインテナンス対応が迅速か。

　● シミュレーションソフトが操作性に優れているか。

　● 製品のラインナップが豊富で、自分のニーズに見合った性能と価格を選択できるか。

　● 他社機種で使用していた患者情報、パノラマエックス線やデンタルエックス線などの
　　既存データをコンバートし、CT画像と並列に閲覧可能か。

　● さらにこのデータが、レセコンと連動可能か。

これらの検討事項に対し、最も合致した性能を持ち合わせていました。現在のところ、

すべての面において大変に満足しています。

　普及に伴い、価格もずいぶんリーズナブルになっています。ワンランク上の歯科医療を

目指すのであれば、なにより第一に揃えるべき検査機器といえるでしょう。
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　診査も終了しました。そこで資料をもとに診断と治療計画を検討します。我々歯科

医師にとって、一番大事な仕事です。これが決まれば、あとは迷うことなく処置に入る

ことができます。画像診断ではPreVistaの付属ソフト「EZ 3D plus」が大変役に立

ちます。このソフトは私の診断に欠かせないツールとなっています。

　インプラント選択についてはおおよそ以下の通りです4）。 

長さ 下顎管、上顎洞底、上顎洞隔壁など重要器官の位置を精査して検討します。

径 インプラント周囲には、全周にわたり約2mm以上の骨幅が必要といわれていま

す5）。CTのCoronal断層画像を参考に、この条件に当てはまるサイズを決定します。

カラーS、M、Lの選択 審美性と清掃性を考慮して検討します。バイオタイプの違い

によっては、慎重な選択が必要です6）。また、1回法、2回法など術式に応じても使い

分けます。

ストレートタイプかテーパータイプか 顎舌骨筋線下方が大きく括れていたり、上顎前歯部歯槽突起が陥没している場合、穿孔を防ぐためテー

パータイプを選択します。隣接歯根と接触の危険が考えられる際や、補綴を考慮した傾斜埋入を行うときにもテーパータイプが賢明です。

FINAFIXかFINATITEか CT画像から骨密度を判断します。D3、D4領域が多く表示されれば、ハイドロキシアパタイトによるバイオインテグ

レーションを期待して、FINATITEを選択しましょう。（図10）

骨造成の必要性 骨量、骨密度の不足に対して骨造成の処置を施す場合があります。硬組織と軟組織に精通した知識と技術、エビデンスをもって

臨むことが大事です7）。（図11）

4．Diagnosis and Plan 「診断のもとに、自らの力量に見合ったプランを立てましょう」

図10 骨密度を判断
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　診断とは、患者さんの状態を客観的に診ること

です。ある一定の力量を持つ歯科医師であれば、

ほぼぶれることのない「同じ診断」となります。

しかし、治療計画は、それぞれ歯科医師の技量に

よって違ってきます。自らの経験と知識、技術を

鑑みて、最適な計画を立案しましょう。背伸びを

して無理な処置を行っても、それはただの無謀な冒

険に過ぎません。難易度の高いケースは、できるこ

となら専門医に相談してください。自分ができるこ

と、できないことを冷静に判断するのも、臨床家に

とって大切な能力のひとつなのです。

　もちろん皆さんが次のレベルを目指すことも重

要です。京セラメディカルのインプラントインストラクターは、各方面に優れた経験と能力を持つスペシャリストがそろっています。新しい知識と

テクニックを身につけるため、定期的に行われる各講習会を是非ご活用ください。

「POI」は京セラメディカルの登録商標です。

図11 骨量の不足しているケース。骨造成で対応



061st KYOCERA Advanced Training Program in SHANGHAI

SHANGHAISHANGHAISHANGHAI

「1st KYOCERA Advanced 
  Training Program in SHANGHAI」

　去る2013年6月16日、17日の2日間、中国(上海)にて当社が
主催する中国で初のハンズオンセミナー「1st KYOCERA 
Advanced Training Program in SHANGHAI」を開催いた
しました。

　計画当初は定員10名で募集をしていましたが、予想以上の
反響に最終的に24名まで定員を増やして開催いたしました。高橋
先生の熱い講義とインプラントの技術習得を目指す受講生の熱気
で、セミナー会場は、臨床さながらの真剣な雰囲気で進み、成功裏
に終えることができました。おかげさまで当社としても2013年8
月より中国でのビジネスを無事スタートすることができました。今
後も中国の方々の健康に貢献できるよう全力で取り組んでまいり
ます。

　ご指導いただきました高橋先生に感謝申し上げます。

 講師  高橋 徹次先生
＜北海道釧路市開業＞ 京セラメディカル公認POIインストラクター

熱心に聞き入る受講生 高橋先生と受講生

京セラメディカル株式会社
海外営業部　輿水 孝太

京セラメディカル主催

中国初のインプラントセミナーを開催



07 歯科用コーンビームＣＴ 「PreVista Uni-3D」を導入して

はじめに
　ＣＴの有効性については述べるまでもないが、診断をする上においてとても重要なツールになってくる。
今まで２次元のレントゲン写真のみで診断をくだしていたが、ＣＴを用いることにより、より詳しく状態を把握することができるように
なってきた。
　当院では２０１３年１月より、京セラメディカル株式会社が販売するコーンビームＣＴを導入し、臨床に活用している。
このＰｒｅVｉｓｔａＵｎｉ-３Ｄは12ｘ8.5から5x5まで４種類の撮影範囲に応じた撮影ができ、ボクセルサイズも撮影範囲にあわせて0.08～
0.20まで変化するため１２ｘ８．５のサイズを選んだ場合には、左右の智歯を１回で撮影でき、下顎管との位置関係を確認することもで
きる。また、根管治療において、根管や根尖の部分を詳細に見ることもできる。今回は３つの症例をみて頂こうと思う。

福地 康生 先生
福地歯科医院
〈大阪府枚方市開業〉

歯科用コーンビームＣＴ
「PreVista Uni-3D」を導入して

　パノラマ写真、デンタル写真において根尖部付近に透過像が見ら
れるが、はっきりしない状態である。
　ＣＴ撮影を行い、画像を見ると、頬側から口蓋にかけて大きな骨透
過像があることがわかる。精査していくと口蓋根の近心にクラックが
ＣＴ上でみられるので、拡大鏡やマイクロスコープを用いて、根管内を
注意深く観察していけばよい。また、近心頬側根には未処置の第４根
管がみられる。この歯牙を残すのであれば、根管治療が必要である。

　パノラマ写真において、左上６番の根管治療はきちんとなされてい
るようにみえるが、近心頬側根の根尖に病変があることがわかる。
　ＣＴ撮影を行い、注意深く読影すると近心頬側根に第４根管があ
ることがわかる。この第4根管が治療なされていないため、根尖に病
変ができたと考えられる。治療としては、通常どおりの根管治療を行
うか、マイクロスコープ下で歯根端切除を行うかのどちらかになる。

図1　パノラマ写真

図5　パノラマ写真

図2　デンタル写真

図3　CT画像①

図6　CT画像

図4　CT画像②

主訴 左上口蓋部の腫脹が気になる（23歳 女性） 主訴 左上の歯ぐきが腫れている（42歳 男性）
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パノラマ上で根尖部が下歯槽管に近いことが分かったため、ＣＴ撮影を行った。断層写真では根尖部が下歯槽管に接触していることがわかる。

主訴 左下の親知らずが痛い（24歳 女性）

　３Ｄで患者様に説明できるのも利点である。
上記以外にも、
①歯周病の患者に対する口腔内の状態を伝達するツールとして
②過剰歯抜去の際の３次元的な診査・診断用ツールとして
③インプラントの診査・診断用ツールとして
（当然、撮影データを院外へ持ち出し、他のDrとのディスカッションに
使用することも可能である。術後の撮影が簡単に出来るので、予後が気
になる患者に対しての撮影も非常に容易である。）など、様々な用途で
活用することができる。

　また前述したが、撮影範囲が大きいことで
①患者への理解が得られやすい
②ガイドシステムの使用が可能
③主訴以外の部位での病巣の発見ができる
④撮影時、患者の位置づけが大変楽である　
などのメリットがあり、

　撮影範囲を狭くすることで
①患者に対する被曝量を低減できる

②より高精細な画像を撮影することが出来、データのやりとりも容
易である
　などのメリットが挙げられる。

　また当院におけるＣＴ撮影時の工夫としては、立位での撮影が可能な
装置ではあるものの、レントゲン室の天井高さの関係もあり、キャス
ター付きの椅子を使用し、座位での撮影を行っている。これにより、患
者の体動を最小限に抑えることが出来るので、モーションアーチファク
ト等の問題に悩まされることもなく、安定した状態で撮影を行うことが
出来ている。
　チェアサイドにおいては固定のデスクトップＰＣとモニターを組み合
わせて使用しているのと、無線ルーターを使用したタブレット型ＰＣを
併用しているので、よりフレキシブルに患者の状態に合わせた説明が可
能な状況となっている。
　以上のように現在では当院の歯科治療において、ＣＴ装置はなくては
ならないものとなっている。

「PreVista」は京セラメディカルの登録商標です。

まとめ

図7　CT透過画像 図8　MRI画像

図9　CTクロスセクショナル画像
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PreVista Uni-3Dの設置紹介

村上 智保 先生
むらかみ歯科・矯正歯科
＜栃木県足利市開業＞

　2013年8月のご開業にあた
り、「PreVista Uni-3D」を導入
いただきました、むらかみ歯科・
矯正歯科様をご紹介させていた
だきます。

　ご開業された栃木県足利市
は、室町時代の将軍家・足利氏
ゆかりの地として有名ですが、他
にも日本最古の学校「足利学校」や、森高千里の名曲「渡良瀬橋」の舞台とし
ても知られる歴史と自然の調和した町です。

　院長の村上智保先生は、ＰＯＩインストラクター・渡辺昌孝先生のクリニック
での勤務を経て開業に至った経緯もあり、撮影装置は当初よりＣＴ機能を有
する複合機を検討されていました。奥様が矯正医ということで、画質の優れ
たワンショットセファロのタイプでのご導入に至っております。

　まずは地域に密着した歯科診療を目指す院長先生のモットーは、
「お子様と大人の方の治療空間を完全に分離した歯医者さん」。
小児、成人の方それぞれの治療環境の整備・充実のため、専用の治療ルーム
を完備し、入口も分けた設計をされております。また開放感のある待合室や、
木材をうまく活用された様々なインテリアなど、ご夫妻のお人柄同様、患者様
にやさしく清潔感あふれるクリニックという印象です。

　開業から１ヶ月以上が過ぎ、無事にスタートが切れた、と院長先生も
まずは一安心といったところでしょうか。ご開業直前の時期に、先生方も我々
も遅くまで残って、それぞれ内装や機器設置の作業をしたことも良い思い出
となりそうです。

　むらかみ歯科・矯正歯科様の更なるご発展を祈念申し上げます。

医院外観

スタッフの皆さんと

待合室診療室

エックス線室

診療室 カウンセリングコーナー



 COLLOQUIUM in 2013　開催レポート 10

　「今求められるインプラント治療をめざして―合併症の
リスクマネジメントと予防策」をメインテーマに、2013年7月
7日（日）「COLLOQUIUM in 2013」を神戸ファッション
マートにて開催いたしました。

　最近一部マスコミによりインプラント治療にネガティブな
報道がなされておりますが、インプラント治療への信頼感
を取り戻すために、問題症例とその予防および対策につ
いて、この分野を代表する先生方に講演いただきました。
400名を超える参加者で満員の場内からは活発な質疑
応答が行われ、盛況のうちに閉会いたしました。
参加いただきました方々、ならびに座長・演者を務めて
いただきました先生方に心より御礼申し上げます。

　メイン会場前に併設された展示コーナーでは、先生方
が製品や書籍を手に取り熱心にご覧になっていました。
今回の講演でも取り上げられた骨補填材料の「アパセラム
AX」やCAD/CAM材料のコーナーでは、早速、当社ス
タッフに対し積極的に質問されていました。CTコーナー
へも多くの先生が足を運ばれ、最新機種の操作体験を
されていました。

　来年は7月6日（日）に、会場を東京に移し（イイノホール＆
カンファレンスセンター）開催させていただく予定です。
どうぞご期待ください。

開催レポート

2014年7月6日（日）日時

会場 イイノホール＆カンファレンスセンター（東京）

聴講風景

シンポジウム

展示コーナー 展示コーナー

メールマガジンで最新情報を毎月配信
ご案内の詳細は、KITnews次号およびメールマガジンにて配信させていただきます。
メールマガジンに未登録の方は、弊社WEBサイト＜京セラデンタルネット＞にて登録を
行ってください。

スマートフォンをお持ちの方は、
こちらのQRコードからアクセス
できます。
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一般的名称：アーム型X線CT診断装置
管理医療機器　特定保守管理医療機器　設置管理医療機器
医療機器認証番号：225AABZX00170000
製造販売元：株式会社バテックジャパン
〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目3番27号 芝公園PR-EXビル

商品NO. 製品名

PREVISTA I3D 8×7.5 SP

PREVISTA I3D 8×7.5 SC

PREVISTA I3D 8×7.5 OP

PREVISTA I3D 12×9 SP

PREVISTA I3D 12×9 SC

PREVISTA I3D 12×9 OP

CDM10090

CDM10091

CDM10092

CDM10093

CDM10094

CDM10095

希望小売価格

￥15,800,000

￥17,600,000

￥19,700,000

￥17,800,000

￥19,600,000

￥21,700,000
（消費税は含まれておりません）

プレビスター アイスリーディー
PreVista i3D

●最大撮影サイズ φ12×9cmのマルチFOV
●2タイプのセファロをラインナップ
（スキャンタイプ／ワンショットセファロ）

コストと機能を
両立した

スタンダード
CT

一般的名称：アーム型X線CT診断装置
管理医療機器　特定保守管理医療機器　設置管理医療機器
医療機器認証番号：225AABZX00172000
製造販売元：株式会社バテックジャパン
〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目3番27号 芝公園PR-EXビル

商品NO. 製品名

PREVISTA I3D GREEN 10×8 SP

PREVISTA I3D GREEN 10×8 OP

PREVISTA I3D GREEN 16×10 SP

PREVISTA I3D GREEN 16×10 OP

CDM11000

CDM11002

CDM11003

CDM11005

希望小売価格

￥17,800,000

￥21,700,000

￥19,600,000

￥23,500,000
（消費税は含まれておりません）

プレビスター アイスリーディー グリーン
PreVista i3D Green

アーム型X線CT診断装置

PreVista® i3Dシリーズ

●短時間撮影5.9秒により被曝量を低減
●広域撮影（最大φ16×10cm）とマルチFOV
●撮影時間0.9秒のワンショットセファロ

人に優しい
ハイスペック
CT

Debut!
2014年1月

 正式発売（
予定）

11月より先行
モニター

募 集！

人に優しい
ハイスペック




