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はじめに
　近年、歯科医療を取り巻く社会的環境は一段と厳しさを増し、安全で的確な治療を低侵襲に行うことが求められている。そしてさら

に、診断から治療計画の立案とその実践にいたるまで科学的根拠と正当性が問われ始めている。

　そのような中で、2008年に超音波骨切削装置（以下、ピエゾ）が厚生労働省の承認を受け、2010年には歯科用コーンビームCT

（以下、CBCT）による診断が一部保険導入されるようになった。その結果、CBCTによる三次元的診断とピエゾによる安全・低侵襲な

骨切削は、経験と勘に頼ってきた従来型の歯科治療に大きな変革をもたらしつつある。CBCTとピエゾを導入することにより、専門性

の高い口腔外科領域に留まらず、GPが日常臨床を行ううえにおいても、三次元的診断と選択的骨切削が極めて有用であることを実感

する。もはや、CBCTとピエゾは歯科臨床において必須の医療機器であるといっても過言ではない。

　本年１月、『ピエゾのススメー毎日の臨床を１ランクUPするためにー』（クインテッセンス出版）が上梓され、近未来オステオ

インプラント学会所属の８名の著者により、日常臨床におけるピエゾの活用法が豊富な臨床写真とともに詳細に解説されている1)。

　本稿では、ピエゾとCBCTのコラボレーションの一例として、診断機器にPreVista（販売：京セラメディカル）、治療機器に

VarioSurgLED（販売：京セラメディカル）を用いた自家歯牙移植術のポイントを提示するとともに、両医療機器の有用性について述

べてみたい。尚、紙面の都合上、バリオサージ使用上の注意点に関しては上記推薦書籍をご参照いただきたい。

島田 昌明 先生
しまだ歯科医院
〈山口県防府市開業〉
近未来オステオインプラント学会

ピエゾを日常臨床に用いる意義

　ピエゾが厚生労働省の承認を受ける以前、インプラント関連の国際

学会展示ブースにおいて製品ＰＶを目にしたことがある。ビデオモニ

ターの画面には、下顎枝からモノコーチカルブロックを採取する様子が

ダイナミックに映し出され、来場者の関心を集めていた。ただ、従来の電

動鋸に比べて安全性が高いことに魅力を感じたものの、日常臨床への

利用頻度を踏まえた費用対効果を考えた場合、GPを対象とした医療機

器として広く普及するようには思えなかった。

　その後、参入業者の増加は必然的に開発競争をもたらし、パワーアップ

に加えてチップバリエーションの充実と各種利便性が図られた。そして

現在、従来型の回転切削器具にはないピエゾの画期的切削特性（表１）

が、日常臨床の様々な場面で着実に応用され始めている。

バリオサージを使用した臨床報告
―ピエゾとCBCTを用いた安全・確実な自家歯牙移植―

表１ ピエゾの切削特性

①チップが滑りにくく、骨面の状況
に左右されない正確な切削が
できること

⑤切削面が滑らかで、スメアー層の
付着がほとんどないこと

②軟組織にほとんど損傷を与えず
に硬組織だけを選択的に切削
できること

⑥キャビテーション効果により、
洗浄とともに出血のない術野が
確保できること

③切削中に周囲の軟組織を巻き込
まないこと

⑦オイルコンタミネーションのない
切削ができること

④振動方向が安定しているため、
切削時の衝撃が少ないこと

⑧術後の骨反応が良好なこと
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下顎第一大臼歯抜歯後、同側智歯を即時移植した臨床例

Ⅰ．歯牙移植術の変遷
　自家歯牙移植は、移植可能な歯が存在する場合には、保存不可能な歯の抜歯後の治療法の一つとして考慮されるべきである。しかしながら、幾つかの

理由（移植部創傷治癒の不良、付着の非獲得・早期喪失、炎症性歯根吸収、置換性歯根吸収）により一般的な治療法として定着しているとは言い難い。

そもそも、歯牙移植（他家移植）の歴史は古く、古代エジプトにまで遡る治療法であった2)。近代歯科医療史においては、1970年代から1990年代にか

けて自家移植に関する論文が多数発表されており、その内訳は、歯根未完成歯の移植は概ね良好な結果であったのに対し、歯根完成歯移植の成功率は

非常にバラツキの多いものであった3,4,5)。そして現代では、術式に関するコンセンサスが得られるに従い、歯根完成歯の自家移植についても90％前後

の高い成功率を示す報告が数多くなされるようになっている6,7,8)。

Ⅱ．自家歯牙移植術の予後を左右する要因
　自家歯牙移植術の予後を左右する要因として幾つかの項目が考えられるが、当医院では新潟大学医歯学総合病院「歯の移植外来」で採用されている

プロトコールを参考にして、術前・術後の診査を行っている（表2）8)。

　これらの要因の中で、術前の項目（移植歯と受容部各々の状態および相互関係）を三次元的に診断するためにはCBCTは必要不可欠であり、術中の

項目（移植歯の抜歯および移植床のプレパレーション）を低侵襲的かつ的確に行うためにはピエゾが極めて有効である。

Ⅲ．症例の概要
　患者は５１歳の女性。前医にて左下６は歯根破折により抜歯適応と診断され、抜歯後の治療方

法として、ブリッジもしくはインプラントを用いた補綴治療の提示を受けるも同意に至らず、数カ月

間治療を中断していた。その後、知人からの紹介で自家歯牙移植を希望して当医院を受診した。

特筆すべき全身疾患および喫煙の既往は認められなかった。術前検査の結果をもとに抜歯後の

治療方法について改めてコンサルテーションを行った結果、患者は左下智歯を用いた自家移植を

強く希望した。

口腔内所見

　左下６は歯冠修復物が脱離した状態で放置され、その後方には智歯が完全萌出していた（図1）。

左下６は近心根に根尖病変を伴う失活歯で、歯肉縁下カリエスと歯根破折を来していた。智歯は

咬合面カリエスを認めるものの、歯冠形態は健全であった。口腔衛生状態は比較的良好にコント

ロールされ、全顎的な歯槽骨の吸収も軽度で、歯周ポケットは2-3mmであった。

図1 初診時、左下６にプロビジョナル冠を装着後の咬合
面観。智歯は完全萌出しており、プラークコントロールも良
好に保たれている。

表２ 術前・術中の診査項目（新潟大学医歯学総合病院「歯の移植外来」プロトコールより改変・引用）

診査時期 診査対象

患　者

移植歯

移植歯

受容部

受容部

年齢、性別、基礎疾患および投薬状況、喫煙歴、異常習癖、口腔衛生状態

歯種、萌出状態、歯冠形態（幅、高さ、齲蝕・歯冠修復の有無）、歯根数・形態（幅、長さ、離開度、湾曲度）、歯周ポケットの深さ、
歯根膜の状態、根管治療の有無

歯種、歯冠形態（幅、高さ）、歯根数・形態（幅、長さ、離開度、湾曲度）、萌出位置（歯根周囲の骨量）、歯槽骨の近遠心・頬舌幅径、
歯周ポケットの深さ、骨密度、根尖病変の有無、対合歯関係

抜歯後の歯冠・歯根の状態、歯根膜の付着量・状態、抜歯後の保管状況、試適回数

残存骨壁数・骨量、移植歯と受容部の適合状態、血液供給の状態、固定方法、対合歯関係

その他 手術時間

診査項目

術　前

術　中
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Ⅳ．治療内容
治療方針

　移植歯の歯根形態・大きさおよび残存す

る歯根膜の状態を診査した後、受容部の歯

根形態、歯根の頬・舌側に残存する骨幅、歯

槽骨の近遠心・頬舌側幅径および根尖病変

等の骨内部の状態から移植歯との適合性を

多角的に診査した結果、左下６部への同側

智歯自家移植が可能であると診断した。

治療内容

　本症例で行った自家歯牙移植の術式を

ステップ順に紹介する（表3）。

CT所見

＜Sagittal像＞

左下６は明確な根間中隔を伴う２根性である

のに対し、智歯は近遠心根が蕾状に湾曲し、

一体化した形態を示した。近遠心的距離計

測では、歯冠幅径、歯頸部幅径ともに智歯の

方が大きい値を示した（図2-a）。

＜Cross-Sectional像＞

左下６は歯槽骨中央に対し頬側寄りに位置

していた。頬舌的距離計測では、左下６の歯

根幅径は近・遠心根ともに智歯より小さな値

を示した（図2-b,c,d）。

図２-a 移植歯の歯頸部幅径が受容部に近似している場
合、歯頸部皮質骨を利用して適度な初期固定を得ることが
できるが、きつ過ぎる固定とならないよう留意する。 

図3 左下６プロビジョナル冠の遠心面に
レジンを添加し、智歯の近遠心幅径と同
一となることを目標とした。

図4 菲薄な頬側骨を損傷しないよう留意
しながら、SG17チップを歯根膜空隙に挿
入した。 

図5-a 刃先の薄いSG4チップを用いて
根間中隔を切離し、骨片を採取した。 

図5-b 自家骨を採取する場合には、治
療計画の段階から最適なチップを選択し
ておくことが望ましい。

図２-b,c,d Cross-sectional像の所見は、従来の二次
元的診断では得ることのできなかった情報であり、移植床
のプレパレーションを効率よく進めるためには必要不可欠
である。 

Step-1

Step-2

左下６の歯冠修復物脱離に伴う左下７の近心傾斜が認められたため、智歯近心隣
接面をディスキングするとともに、６７間にセパレーテイングモジュールを挿入して
受容部の近遠心幅径の回復を試みた（図３）。

SG17チップで近遠心根の分割を行った後、歯根全周囲にわたりペリオトームの
要領でSG17チップを挿入し、歯根膜空隙を広げて左下６を低侵襲に抜歯した（図
４）1）。

Step-3

Step-4

Step-5

Step-6

Step-7

Step-8

SG4チップを用いて根間中隔を切離した。採取した骨片は粉砕し、移植歯の安定
のためにギャップに填入した（図５-a,b）。

智歯の骨植は良好で歯根中央部が湾曲した形態であったため、SG17チップを
用いて歯頸部全周囲にわたる骨溝を形成し、歯根膜を損傷しない低侵襲な抜歯を
心掛けた（図７）。

抜歯した智歯を速やかに移植床に試適し、SG6Dチップを用いて移植床の微調整
を行うことにより移植歯との適合を図った（図８）。

智歯を受容部の所定の位置に移植し、移植歯の安定と対合歯関係を診査した（図９）。
移植床からの出血が少ない場合には、SG15Cチップを用いて骨穿孔を行い出血
を促す。

通法に従い術後３週で移植歯の根管治療を行い、プロビジョナル冠による良好な経
過（歯周ポケット2-3mm、生理的動揺度、隣在歯と同様の打診音、デンタルエックス
線写真による歯根膜空隙の存在）を確認の後、最終補綴へと移行した（図１０-a,b）。

CBCT画像から得られた歯根形態を参考に、SG5チップを用いて移植床のプレパレー
ションを行った。Cross-sectional像から左下６の頬側骨は菲薄であることを把握して
いたため、歯根の舌側骨を削除することで移植歯のスペースを確保した（図６）。

表3 自家歯牙移植術の治療ステップ

L

#36近心根

B L

#36遠心根

B L

#38中央部

B

φ1.8
φ1.6

φ1.2
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おわりに

Ⅴ．経過と考察
　現在補綴物装着後６カ月を経過しているが、移植歯周囲組織に炎

症所見は認められず、エックス線検査においても良好な経過を示して

いる。本症例の治療結果が良好に推移している主な要因としては、

１）移植歯および受容部の低侵襲な抜歯

２）移植歯と移植床の良好な適合性

３）手術時間の短縮

の３項目が考えられる9,10)。従来の自家歯牙移植術においては、手術

時に初めて移植歯の想定外の形態に気づくことも多く、移植床のプレ

パレーションが困難を極め、最終的な移植歯と受容部の適合性におい

ても十分な精度が確保できないことが問題となっていた。今回は、術

前に移植歯と受容部の三次元的関係が把握できたことに加え、術中

の移植床プレパレーションが繊細かつ効率よくできたことが相乗的に

作用したものと考えている。

　歯根完成歯の自家移植術においては、術後数年経過した後に異常

経過を示すことも少なからず存在し、その発生機序の全てが解明され

ている訳でもない。しかしながら、移植可能な歯が存在する場合には、

欠損補綴の治療オプションの一つとして自家歯牙移植術をコンサル

テーションする意義は十分に尊重されるべきであると考える。今後も

継続的に経過観察を行い、さらなる考察を重ねる予定である。

Ⅵ．結論
　今回、保存不可能な左下６に対し抜歯後同側智歯の即時移植を

行った結果、咀嚼機能の回復を含め良好な結果が得られた。また、自

家歯牙移植術においては、CBCTによる術前の三次元的診断とピエ

ゾを用いた移植歯の抜歯および移植床のプレパレーションは有用な

手段であることが示唆された。

　歯根完成歯の自家移植術は、術式のコンセンサスが確立されるに従い治療成績も向上してきている。加えて、近年の医療機器および歯の凍結保存技

術の進歩を考えると、この術式の更なる進展が期待される。たとえば歯内療法においては、現在のあるべき医療水準としてCBCTとマイクロスコープの

導入が推奨され始めているように、今後、他の分野においても新たな展開が求められていくことは間違いない。歯科医療がより良い方向へ発展していく

ことは望ましいことである。と同時に、治療法選択の相当性が医療水準を基準として判断されていくことも忘れてはならない。
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2005; 100: 112-119.

図6 歯牙移植術で最も困難な作業が移
植床のプレパレーションである。CBCTに
よる三次元的診断がなければ、出たとこ
勝負の処置となる。また、多量の出血を伴
うことが多く、キャビテーション効果により
術野の明示が可能なピエゾは極めて有用
である。 

図8 緩からず・きつからずの適合性は難し
いが、繊細な切削ができるピエゾは重宝す
る。最近の研究では、移植歯による試適の
代わりに、術前のＣＴデータから３Ｄプリン
ターで製作した移植歯モデルを用いて試適
を行うことが試みられている10)。

図9 計画通りの位置に、適度の安定性を
もって智歯を移植することができた。 

図10-a 調和のとれた補綴物が装着さ
れ、周囲組織に炎症所見は認められない。 

図10-b 術後６カ月のデンタルエックス
線写真。移植歯の周囲では歯根膜腔が明
瞭となりつつある。 

図7 歯根膜を極力損傷することなく移植
歯を抜歯することは、歯牙移植術の予後
を左右する要因の一つである。
抜歯→試適→移植の工程を通じて移植歯
の保管に留意する。

「PreVista」は京セラメディカルの登録商標です。　「VarioSurg」は㈱ナカニシの登録商標です。



京セラメディカル主催

台湾・中国にてインプラントセミナーを開催

　去る2013年8月より4ヵ月間にわたり、台湾
にて2回目となる「KYOCERA Master Course 
in Taiwan」を開催しました。

　昨年も満員御礼で終了した本プログラムで
すが、今回も受講生25名と満員御礼。
講師には糸瀬正通先生、山道信之先生、
水上哲也先生、河原三明先生と4名の先生に
ご講義いただきました。また通訳としては中山
醫學大學口腔醫學院教授・陳俊呈先生に、会
場・セミナーの運営については彰化秀博記念
醫院にご協力いただきました。休憩時間でも

先生の前に列ができる程、熱心に質問される台湾の先生方、またそれに応える講師の先生方により会場は常に熱気に包まれている状況でした。お陰様
で成功裏に終えることができました。

　ご協力いただきました全ての先生方、関係者の方々に感謝申し上げます。ありがとうございました。

2nd KYOCERA Master Course in Taiwan
 講 師  糸瀬 正通先生〈福岡県福岡市開業〉  山道 信之先生〈福岡県福岡市開業〉  水上 哲也先生〈福岡県福津市開業〉  河原 三明先生〈茨城県東海村開業〉

 通 訳  河原 三明先生〈茨城県東海村開業〉  陳 俊呈先生〈中山醫學大學口腔醫學院教授〉

受講風景 熱心に聞き入る受講生

　去る2013年10月29日、30日、中国浙江省・
杭州牙科医院にて「2nd KYOCERA Advanced 
Training Program in Hangzhou」を開催し
ました。本セミナーでは静岡県ご開業の鈴木龍
先生にご講義いただきました。Hands-onにお
いては、1人1人に対してできるまで、時間をか
けて説明される鈴木先生の姿勢に受講生も感
銘を受けていたご様子でした。
お陰様で反響も大きく、販売開始後間もない
中国市場において非常に良い内容の情報を
提供することができました。鈴木先生、ありが
とうございました。

　尚、会場となった杭州牙科医院は中国国内で7施設展開している歯科グループの本院であり、面積は3,500m2、従業員215人（本院のみ）という大規
模歯科医院です。今後、京セラメディカルとしても学術交流の橋渡し等も含め、本グループとの協力体制をより一層築いていきたいと考えております。

熱心に聞き入る受講生 受付前にて

2nd KYOCERA Advanced Training Program in Hangzhou, China
 講 師  鈴木 龍先生〈静岡県袋井市開業〉

京セラメディカル株式会社　海外営業部　輿水 孝太レポート

05 2nd KYOCERA Master Course in Taiwan／2nd KYOCERA Advanced Training Program in Hangzhou, China



06Product information

メールマガジンで最新情報を毎月配信
弊社では、新製品や催事の情報などお役に立つ情報を毎月メールマガジンにて
配信しております。
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。

「POI」は京セラメディカルの登録商標です。



07 CTを活用した自家歯牙移植の術前診断

鎌田 征之 先生
鎌田歯科医院
〈東京都杉並区開業〉

CTを活用した自家歯牙移植の術前診断

はじめに
　近年CBCTが一般開業医にも多く普及したことで、インプラント治療の術前診査だけでなく、歯内病変から骨欠損形態・根分岐部病変の進行
度など歯周疾患の診査においても３次元画像で多くの診査を行える様になり、術者だけでなく患者にも多くの恩恵が得られる様になってきた。
　筆者は自家歯牙移植を行う際、以前はデンタルレントゲン写真と模型を用いて術前診査を行っていた。しかしドナー歯の選択において、根尖
部の屈曲や根分岐部の形態などデンタルレントゲン写真での診断に限界があり、まれに術中に補正を行うことがあった。そこでCBCTの普及
と共に、自家歯牙移植術の術前診査にCBCTを活用することにより、移植歯の選択と受容側の評価が劇的に改善されるようになった。
　今回、自家歯牙移植術の術前診査においてCBCTを活用した症例を提示させていただき、CBCTの有用性について考察したい。

患者概要
　患者は総合病院の滅菌室で勤務しており、乾燥を防ぐため常時飴を口

に含みながら仕事をしているとのことだった。歯科には以前から定期的に

受診・治療をしているものの、歯を年々失い咬みづらくなってきており、

これ以上歯を失うことに不安を感じ来院された。口腔内は全体的に清掃

性は不良であり、多数歯のカリエスと装着された補綴物の顕著な二次

カリエスを認め、特に左上臼歯部は歯肉縁下にまで及ぶカリエスを認め

保存は困難な状態であった。また左下は第一小臼歯までの遊離端欠損で

あり、上下顎共に狭窄歯列弓であった。

　治療方針として、上下歯列弓の拡大と左側臼歯部インプラントによる

安定した咬合の確保を行うことにした。痛みの主訴であった右下４は深在

性のカリエスによる急性歯髄炎に罹患しており歯内処置へ移行した。

また右下３～右下５まで舌側傾斜と叢生により清掃性は著しく悪く、歯周

病にも罹患していたことから、歯周基本治療にて対応を行うことにした。

今回、右下小臼歯部への対応に焦点をあて話をすすめていく。

（図1～7）

主訴 右下が痛む・咬みづらい（47歳 女性）

図1

図3 図4

図5 図6

図2 図7
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治療経過
　再評価時、右下小臼歯部への対応に以下２つの治療選択で悩んだ。
①下顎歯列弓の拡大、及び右下４・５の保存

②右下４抜歯後、右下③４⑤ブリッジ

CBCTを用いて歯根長の計測を行った結果、上記の２つの治療に耐えられる右下４・５の歯根膜量は乏しい状態であった。

　一方、上顎歯列弓拡大に際し、ディープバイト及びクロスバイトの右上２を頬側移動させることに困難を感じていた。そこで、右下４・５を戦略的抜歯

を行い、同部位に移植可能なドナー歯を模索した結果、十分な歯根膜量を認めた右上２を選択することにした。（図8～13）

　細心の注意をはらい丁寧に抜歯を行い、十分な歯根膜量を保存させるよう努めた結果、CBCT術前診査と同量の歯根膜量を含む歯根長を計測す

ることができた。受容側の調整を行った後、移植歯を埋入し隣在歯との暫間固定を行った。

　移植後約３ヶ月後のデンタルエックス線写真において、移植歯の周辺骨と歯根膜腔像を確認することができたため、支台歯として積極的に咬合

参加をさせることにした。（図14～16）

図8 図9 図10

図11 図12 図13

図14 図15 図16
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　今回、CBCTを活用し自家歯牙移植を行った症例を報告させていただ

いた。CBCTを活用する以前よりも格段と術前診査を行いやすくなっただ

けでなく、抜歯の方向性や受容側の調整まで安心して移植術に行えるよう

になった。今後は、歯内病変から歯周疾患の診査など臨床の現場におい

てCBCTの活用は更に広がっていけるのではないかと考える。

　しかしCTによる多くの恩恵とは逆に患者が受ける被爆量の問題も存在

している。患者への的確な説明と同意の上で行える診査であり、術者の真

摯な姿勢が当然ながら大切となる。今後多くの症例においてもCBCTを活

用し、診査・再評価におけるCBCTの有用性の幅を広げていきたい。

（今回掲載しておりますCT画像は、PreVistaで撮影したものではございません。）

考察とまとめ

　プロビジョナルレストレーションにて動揺の有無、デンタルエックス線写真による歯根膜腔の拡大の有無などを確認し咬合の安定を確保した。その後、

最終補綴物を装着しメインテナンスへ移行した。（図17～22）

　メインテナンス約１年後のデンタルエックス線写真において、

移植歯周辺の歯根膜腔と骨梁像を確認することができた。十分

に機能できていることが考えられる。引き続き経過観察を行っ

ていきたい。（図23）

図17 図18 図19

図20 図21 図22

図23



 PreVista i3D Greenの設置紹介 10

PreVista i3D Greenの設置紹介

髙水間　奨 先生
こうずま歯科医院
＜熊本県山鹿市開業＞

つとむまずこう

　この度、PreVista i3D Greenを導入された「こうずま
歯科医院」をご紹介させていただきます。

　こうずま歯科医院は、現院長である奨先生の祖父が熊本
県山鹿市の地で約80年前に開院され、その後奨先生の父
に受け継がれて、平成16年院内をリニューアルした際に奨
先生が3代目院長に就任されました。現在は奨先生、父で
ある潤先生、奥様の志保先生とスタッフ5名の総勢8名で
「患者様のご家族全員のお口の中を守りたい」をモットーに
日々研鑽を積みながら、診療に当たられています。

　弊社から発売の「PreVista i3D Green 16x10 OP」
を導入されたきっかけをお伺いしたところ、「CTの撮影範
囲（FOV）が、非常に広範囲で一度の撮影で両顎関節まで
撮影可能なこと」、「CTの被曝量が非常に少量であること」、
「ワンショットセファロがとても綺麗で、短時間で撮影が可能
であること」などを挙げられ、弊社主催のインプラント研修
会である4ヶ月マスターコースに参加された際、「今後は
様々な場面において必ずCTが必要になる」と感じてCT導
入を決断されたとのことでした。

　実際にCTを撮影した患者様から「もう撮影終わったんで
すか？」、「CTって撮影するのがすごく大変なイメージ
でしたがこんなに早いんですね。」等の声が多く、今回の
PreVista i3D Greenの最大の特長でもある5.9秒で撮
影が終わってしまうことに驚かれる患者様は非常に多いと
のことでした。
またCT画像を使用してカウンセリングをする様になってか
ら患者様の治療に対する理解度も大幅に上がり、治療に対
して協力的な患者様も増えたとのことでした。

　CT導入をきっかけに、更なる院内の活性化を目指し、患
者様のお役に立てる様、日々努力していきたいと仰ってい
ました。

エックス線室

スタッフの皆さんと医院外観

待合室 診療室 京セラメディカル株式会社　デンタルME営業部　村上 善昭
レポート
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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
東京都品川区勝島一丁目５番２１号
トライネット・ロジスティクス株式会社２０号倉庫３Ｆ
販売元：京セラメディカル株式会社

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
東京都品川区勝島一丁目５番２１号
トライネット・ロジスティクス株式会社２０号倉庫３Ｆ
販売元：京セラメディカル株式会社

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
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