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はじめに
　インプラント周囲炎の治療に関する問題点を図1に示す。最大の問題点は除去

の基準がないことであるのは明白であろう。現状の治療結果に関するエビデン

スからも除去が最も確立した治療であること、そして何より、自然発生的に萌出し

た天然歯を守ることとは歯科医師の責任が全く異なるため、早期の対応と決断が

必要であると筆者は考える。我々はショートインプラントの予知性を参考に、図2

に示す基準で保存治療の可否を決定している。言い換えれば保存治療の対象は、

　①患者がインプラントの再手術を希望しない

　②解剖学的問題（特に骨量）から再手術が困難である

　③5mm以上の残存支持骨量を有すること

　④炎症や感染のコントロールが可能な周囲組織（特に口腔前庭の位置）

としている。

　さらに、外科か非外科かという短略的な考え方と比較にも問題があると言える。

一般的に歯周疾患であれば、外科処置が前提であっても基本治療としてスケーリ

ングやSRP等のいわゆる非外科治療による炎症のコントロールをおこなった後

に再評価をおこない、外科治療の必要性の有無を決定する。しかし、インプラント

周囲炎の場合上記のような短略的なエビデンスのみが先行し基本治療の位置づ

けはおろか、必要性さえ論議されていない。

　そして、大きな問題点としてインプラント表面のデブライドメンド方法、つまり、

surface treatment法が確立していないことが挙げられる。surface treatment

が適切におこなえない限り、再生療法はおろかインプラント周囲炎を治癒させる

ことは絶対に不可能であるからである。今回この点に焦点を当ててチタンブラシ

の有用性について説明していく。

インプラント周囲炎の治療に関する問題点：
Surface Treatment法に関して

センター長
宗像 源博 先生

神奈川歯科大学附属病院
口腔インプラントセンター

医員
永田 紘大 先生

図1：インプラント周囲炎に対する治療方法の問題点

図2：インプラント除去の基準
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１．surface treatment法
　図3に示すようにsurface treatmentの方法に関しては機械的清掃方法および化学的方法など様々な方法が用いられているが未だ確立していない

のが現状である。特に化学的清掃方法は、天然歯と同様に縁下歯石等の除去効果がないことから、付加的な使用方法に限局される。

　機械的清掃方法についても様々な方法があり、それぞれにある一定の効果があることは報告されている。しかし、骨幅の狭い日本人の周囲炎の骨形

態は多種多様であることから、水平

的骨吸収および垂直的骨吸収のア

クセスを1種類の器具でおこなうこ

とは困難であり（図4）、併用する必

要があることは明白である。しかし

ながら器具の煩雑さ、高額な導入費

用を招くことから今回効率かつ適切

にsurface treatmentがおこなえ

るチタン製の器具を開発した。

図3：surface treatment 図4：周囲炎の多様な骨欠損形態による器具の到達性の問題

２．KM64チタンブラシの特徴
　KM64チタンブラシのイラストを図5に示す。

　本製品の特徴として次の3点があげられる。

　①ブラシ部がチタン合金製であること

　②多種多様なケースに対応可能なデザイン

　③ブラシ/シャフトの境界部の視認性向上を目的としたTiNコーティング（金色を付与）

図5：KM64チタンブラシ イラスト （製造販売元 株式会社YDM）

a) CONEタイプ

b) FLATタイプ

３．２種類のチタンブラシの併用治療
　超硬石膏を用いた4壁性のインプ

ラント周囲炎骨欠損モデルを作製し

た（図6）。シャンクを長くしたことで

セメント固定の上部構造にも対応は

可能であり、図6-b) に示すように

水平的な骨吸収にはFLATタイプの

チタンブラシを、図6-d) に示すよう

に垂直性の骨吸収にはCONEタイプ

のチタンブラシを用いることで特に

アクセスの難しい垂直性の骨吸収へ

のアクセスが容易となりブラシを変

えるだけで効率的なデブライドメンド

が可能になるのがわかるだろう。

図6：超硬石膏を用いた4壁性のインプラント周囲炎骨欠損モデル

a) 4壁性周囲炎モデル c) FLATタイプ使用後の状態b) FLATタイプ使用例

d) CONEタイプ使用例 e) CONEタイプ使用後の状態
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４．臨床例
①Non-surgical treatment

患者60代　女性　（図7）

インプラント周囲粘膜の腫脹・出血にて来院

上部構造装着期間：8年

B側PPD 6mm  M側PPD 8mm

基本治療：プラークコントロールの徹底、抗菌
薬の全身投与、超音波チップによるポケット内

イリゲーション

　基本治療３Ｍ後、縁上のプラークコントロール

目的にsurface treatment施行。水平性の骨

吸収であることからFLATタイプのチタンブラ

シによるsurface treatment。現在BOPもな

く炎症所見は認めない。

図7：Non-surgical treatmentの症例

a) デンタルX線画像 b) FLATタイプ使用例

c) FLATタイプ使用例 d) FLATタイプ使用後の状態

②Surgical treatment

患者70代　男性　（図8）

インプラント周囲からの排膿にて来院。

上部構造装着期間：5年

B側PPD 10mm  MD側PPD 9mm

基本治療：プラークコントロールの徹底、抗菌
薬の全身投与、超音波チップによるポケット内

イリゲーション

　基本治療３Ｍ再評価時、頬側の炎症のコント

ロールができないため切除療法を併用した

surface treatment施行。水平性の骨吸収で

あることからFLATタイプのチタンブラシによる

surface treatment。現在BOPもなく炎症所

見は認めない。

図8：Surgical treatmentの症例

a) デンタルX線画像 c) インプラント周囲組織のプロービングb) 口腔内写真

d) 切除療法の施行 e) FLATタイプ使用後の状態

f) 骨補填材の充填 g) 縫合
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図9：Risk Indicator of Peri-implant Desease

図10：インプラント周囲炎のリスクファクター

表1：KM64チタンブラシの使用方法

５．インプラント周囲炎のリスクファクターについて
　図9に6th EWOPのコンセンサスレポートにおいて報告されたインプラント周

囲炎のリスクファクターを示す。これらがリスクであることは間違いないが見落

としていることはないだろうか？メインテナンスの側面だけを考えた場合、一見

歯周疾患と同一に見られるインプラント周囲炎だが筆者は宿主の要因のみなら

ず外科的要因や補綴的要因も大きなリスクファクターではないかと考える。

　例えば、術前の欠損部骨量の状態や粘膜の厚み、埋入手術時の抜歯窩との

ギャップやスレッドの露出量、埋入深度あるいは上部構造そのものの形態や固

定様式、セメントの残留やアバットメントの着脱や緩みなどが引き金となって上

部構造装着後に生じる生物学的問題に大きな影響を及ぼすのではないかと考

える。（図10）

まとめ
　KM64チタンブラシの使用方法を表1にまとめる。

　インプラント周囲炎治療の成功の鍵はSurface Treatmentにかかっていると言っても過言ではない。なぜなら汚染されたインプラント表面を清掃で

きずにどのような治療方法（抗菌薬投与、レーザー、骨移植など）を選択したとしても決して良い結果になるはずがないからである。このことを肝に命じて

周囲炎の治療に取り組んでほしい。

水平的骨吸収 垂直的骨吸収 スレッド間広い スレッド間狭い
FLATタイプ CONEタイプ FLATタイプ CONEタイプ



Taiwan Academy of Implant Dentistry 2014 Annual Symposium「一期一会」

水上哲也先生　ご登壇

　去る2014年4月19日・20日、台湾最大のインプラント学会であるTAID（Taiwan -
Academy of Implant Dentistry）のAnnual Symposiumが台中にて開催され、
日本からは弊社インストラクターの水上哲也先生がご講演されました。

　今回のSymposiumは「審美領域におけるSoft Tissue Management」をメイン
テーマに水上哲也先生の他、台湾からは中華植體美學醫學會理事長の陳柏堅先生、
スペインからはSpanish Society of Periodontology（SEPA）元会長のMariano Sanz
先生が講演されました。台湾で注目される3人のDRの講演とあって、参加者は約250人、
企業出展も45社と2日間にわたり盛大に行われました。また2日目には3人の先生によ
るシンポジウム形式のディスカッションが行われました。

　水上先生のご講演は、インプラント周囲軟組織の審美
性達成のための重要な要素・配慮事項を整理して臨床例
を提示しながら解説されており、受講された先生方が熱
心に聞き入る姿が非常に印象的でした。

　各講演の後には質疑応答の時間が設けられ、受講者か
ら多くの質問がありました。また展示会場ではインプラン
トメーカーはもちろんのこと、院内向けのCAD/CAMミリ
ングマシーン等の展示が非常に盛況で、台湾においても
CAD/CAM等デジタル機器の市場が急速に拡大してい
る現状が伺えました。

　今後も京セラメディカルはインストラクターの先生方の
ご講演の仲介・企画・提案を通じ、海外の学会活動に積極
的に参加していき、徐々に活動地域の拡大を図ってまい
ります。

「一期一會」　主催：TAID（TAIWAN Academy of Implant Dentistry）
 演 者  水上 哲也先生〈日本〉  陳柏堅先生〈台湾〉  Mariano Sanz先生〈スペイン〉

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
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質問に回答される水上先生と日本語通訳の陳俊呈先生

会場内の告知看板

熱心に聞き入る受講者左から水上先生、陳柏堅先生、Mariano先生、
英語通訳の陳震寰先生



ナノデンタルアルファ

使用後、ピンク色から透明に変わります。

口臭などの原因となる汚れを浄化し、
口腔内環境を清潔に保ちます。

口腔内
浄化。

歯科医院
専売

【洗口液】ナノデンタルアルファ
販売名：エーオーアールα　容量：500mL　全成分：海水

［発売元］京セラメディカル株式会社　［製造販売元］フェイスラボ株式会社

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。

補綴物の清掃・研磨など
インプラントメインテナンスのために

CONE Type

FLAT Type
●安心のチタン合金製（ブラシ部）
●ブラシ／シャフト部の境界を視覚的に
　分かりやすくするためTiNコーティング
　により金色を付与
●研磨範囲によって選択できるラインナップ

■希望小売価格 　19,800円 （3本入り）
■製品ラインナップ
　CDI08000 KM64チタンブラシ CONE
　CDI08001 KM64チタンブラシ FLAT
販売名　KM64チタンブラシ
製造販売届出番号　11B1X1000609D001
製造販売元　株式会社YDM

「NANO DENTALα」は、日建レンタコムの登録商標です。
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クラウンブリッジ・インプラント補綴学分野

CAD/CAMによる歯科技工のこれから

越智 守生 先生

はじめに
　近年3次元造型機が小型化かつ低価格化したことにより、歯科関係の雑誌などに紹介されるようになってきた。歯科界では元北海道大学
内山洋一教授らが通産省NEDOプロジェクトの一環としてGN-Iシステム開発に始まり、約10年前の2004年頃からジルコニアを加工可能な
CAD/CAMによるオールセラミッククラウン・ブリッジが普及しはじめた。
　その後、インプラント上部構造製作可能なCAD/CAMが注目され、近年は適合性の問題も解決されインプラント歯科技工の潮流となっている。
また、2014年の春にCAD/CAM冠が健康保険導入されたことにより注目度も高い。
　一部アレルギーもあるものの、コバルトクロム合金は生体親和性のよい材料であるが、鋳造性・加工性は困難であった。しかし、CAD/CAM
を使用することによりクラウンブリッジへ適応でき、陶材を焼付けることも可能である。本日はこれまでのCAD/CAM使用経験からこれからの
歯科技工を述べてみたい。

主　訴：下顎右側第二乳臼歯が晩期残存していたが昨年脱落した。欠損部にインプラント治療を希望し近医歯科診療所から紹介来院する。

診　断：下顎右側第二小臼歯欠損による咀嚼障害・審美障害

治療方針：欠損部をCTで精査の結果、十分な骨がありインプラントにて修復することとした。5欠損部はインプラント、⑧7⑥を陶材焼付冠で修復す
ることでインフォームド・コンセントを得た。

治療経過：⑧7⑥、5インプラント上部構造は作業用模型をスキャナーで読み込みフレームワークデザインをCAD設計（Aadva Scan, GC, 東京）し
た。歯科非鋳造用コバルト・クロム合金（KM－コバルトクロムCAD、京セラメディカル、大阪）を5軸ミリング器（RXP500, Roeders GmbH, Germany）

にてCAM加工した。CAD/CAMで製作したCo-Cr合金フレームワークに陶材を築盛・焼成して陶材焼付冠を完成させた。ブリッジおよびインプラント上

部構造の適合性は従来の歯科精密鋳造で製作されたものと遜色のないものであった。患者はCAD/CAMを使用した上部構造の審美性に満足し

ている（図1-2）。

症例１ 初診時41歳女性

図1：初診時の口腔内とオルソパントモエックス線写真（図1左上下）。
陶材焼付冠装着後の口腔内写真（図1右上下）。

図２：KM－コバルトクロムCADで製作した補綴装置（製作：和田精密歯研株式会社）。
Co-Cr合金製で精度の高い補綴装置が製作可能となった。

助教 教授
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症例2　初診時43歳男性
主　訴：ブリッジの陶材が破折した。

診　断：⑥7⑦、④5⑥陶材焼付ブリッジの前装破折による舌感不
良、審美障害。

治療方針：⑥7⑦、④5⑥オールセラミックブリッジの製作。

治療経過：⑥7⑦、④5⑥を精密印象を行い作業模型を製作し
CAD/CAMで製作した。ジルコニアフレームワークは（ジレスト CAD、京

セラメディカル、大阪）を5軸ミリング器（RXP500, Roeders GmbH, 

Germany）にてCAM加工した。ジルコニアフレームワークに陶材を築盛・

焼成してオールセラミックブリッジを製作した。咬合面の一部はジルコニア

で形態・咬合を回復した（図3）。

まとめ
　歯科用貴金属合金の価格上昇に伴い陶材焼付用Co-Cr合金が再注目されている。

　CAD/CAM用および鋳造用Co-Cr合金に陶材を焼付けた試料のはく離・クラック発生強さを測定し、両者を比較した実験を行ったところCAD/CAM

用および鋳造用Co-Cr合金の成分・組成の違いは、陶材との焼付けは影響しないことが明らかとなった（図4）。Co-Cr合金は加工が難しいため

CAD/CAMでブリッジやインプラント上部構造まで製作可能になったことは一つの福音であろう。

　2004年に北海道医療大学にCAD/CAMシステムを導入してからの補綴装置およびインプラント上部構造の生存率は高く高強度の補綴装置が高精

度で製作されているといえるであろう（図5）。しかし初期に前装陶材のチッピングによるトラブルが起きていた。

図4：CAD/CAM用および鋳造用Co-Cr合金に陶材を焼付けた試料のはく離・
クラック発生強さを測定した結果すべての合金においてJISで規定されている
25MPaを超えていた。
出展：第26回日本歯科産業学会学術講演会　小林加奈、井田有亮、越智守生他　陶材とCAD/CAM用及び鋳造用
Co-Cr合金の焼付強度

図5：北海道医療大学におけるオールセラミックスクラウンの臨床成績。
油井知雄、仲西康裕、越智守生 他、CAD/CAMシステムにより製作した補綴装置
の臨床評価 歯科審美：25,1 1-9、2012｡改変。

図3：症例2 ジレスト CADで製作した補綴装置（製作：和田精密歯研株式会社）。
装着後の口腔内写真。

＊ P<0.05 Tukey HSD にて有意差あり
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種類 総数 トラブル観察期間
（月） 数（生存率）

アルミナ
18カ月以内に発生

1 (97.7 %)

ジルコニア
12カ月以内に発生

10 (90.2 %)

ジルコニア
ブリッジ

27～80

2～52

2～40

43

103

20
12カ月以内に発生

4 (80.0 %)

北海道医療大学における
オールセラミッククラウンの臨床成績



CAD/CAMによる歯科技工のこれから09

「POI EX」は、京セラメディカルの登録商標です。

図6：北海道医療大学におけるCAD/CAMシステムにより製作したインプラント上
部構造の臨床成績。

　インプラント治療も適応症が拡大し、大きな補綴装置が製作されるよう

になってきている。ロングスパンのインプラント上部構造はメインテナン

ス性、リトリートバリティーの観点からスクリュー固定法が推奨されると思

われる（図6）。

　POI EX システムではスクリュー固定の上部構造を製作するにはインプラントレベルしか製品提供されていなかった。それゆえインプラントレベルの

印象採得を行いキャスタブルゴールドABに鋳接した白金加金のメタルフレームワークに鑞着で適合性を補償した上部構造を製作していた（図７）。

また、埋入時インプラント間の平行性を損なうとインターナルコネクションのPOI EXシステムではスクリュー固定による上部構造の製作が困難であり

サブストラクチャーとスーパーストラクチャーに分けて製作する複雑な上部構造となっていた。

図7：POI EXシステムによるボーンアンカードブリッジ。大量の貴金属、鑞着による適合補正、インプラント埋入時の平行性などいくつかの困難を有する。

　近日発表されるスプリントAB（図8）はPOI EX システム純正のスク

リュー固定アバットメントである。

　スプリントABを装着することによりインプラント間が40°以内の角度で

あれば上部構造が装着可能であり。テンポラリーAB、鋳接用のキャスタ

ブルゴールドABなど補綴用部品もラインナップされている。また、

CAD/CAMシステムを使用することによりチタン合金やジルコニアによ

るインプラントブリッジが製作可能となる。多岐な上部構造がPOI EXシ

ステムでも使用可能となりさらなる適応症の拡大につながると思われる。

図8：POI EXスプリントABシステム各種コンポーネント。

 

種類 総数 トラブル観察期間
（月） 数（生存率）

チタン
アバットメント
ジルコニア
アバットメント

なし

0 (100 %)
なし

0 (100 %)

PIB

7～61

4～42

1～18

7

19

7
なし

0 (100 %)

北海道医療大学における
インプラント上部構造の臨床成績

© 2014 KYOCERA Medical Corporation
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　TRIOS（３shape社）は、光の乱反射を防ぐため従来塗布していた酸化チタンパウ
ダーを必要とせず、連続的な動画撮影により、リアルタイムかつフルカラーで、しかも短
時間に３Ｄデータを得ることができる。また、スキャナーの精度は製作物の精度に影響
を与える最も大きな要素と考えられるが、TRIOSでは共焦点光学系（図2）を採用して
いるため、高解像度・高コントラストの画像を得ることが可能と考えられる。 

図1：歯科用CAD/CAMの基本構成とプロセス

歯科用CAD/CAMによる修復

はじめに
　近年、歯科機器や材料の開発に伴って、手作業中心のアナログ・デンティストリーから、コンピュータ支援による安心・安全なデジタル・デン
ティストリーへと歯科医療が大きく変わろうとしている。
　特に歯科用CAD/CAMシステムの発展は目を見張るものがあるが、きっかけとなったのは、ジルコニアが薬事承認されたことである。ジル
コニアは加工の際にCAD/CAM技術が不可欠であるが、高い生体親和性と破壊靱性を持つため、臼歯部の歯冠修復やブリッジへの対応が
可能である。それによって、以前は困難であった耐久性、適合性、審美性に優れたオールセラミックスによる歯冠修復が安定的に臨床応用可
能となった。また、メタルフリーへの流れや金属価格の高騰、熟練技工士の減少、さらにCAD/CAM冠一部保険収載などの影響で、歯科用
CAD/CAMを応用したオールセラミック修復物の製作数は加速度的に増加しており、関連材料や機器も目覚ましい速度で進化している。
　そこで、本稿では歯科用CAD/CAMシステムについて、その基本的な原理・原則、歯科用CAD/CAMの現状、材料および修復のポイント
に関して概説する。

　歯科用CAD/CAMシステムは歯科技工物製作の効率化を目的として、一般工業界で
使われていたCAD/CAM技術を歯科に転用することから始まった。

　歯科用CAD/CAMシステムの構成は、歯型や支台歯などの口腔内情報を計測するた
めのスキャナー、スキャナーにより取り込まれた口腔内情報をもとに歯科技工物を設計す
るCAD（Computer-Aided Design）、そして、CADで設計した３次元モデルをもとに切
削加工したり、造形レイアウトから3Dプリンター方式によりレジンや金属の積層造形をし
たりするCAM（Computer-Aided Manufacturing）、という3つの装置からなる（図１）。

　近年、特に注目を集めているのが、口腔内を直接光学印象する口腔内スキャナーで
ある。これにより従来の印象および石膏模型を必要とせず、デジタルデータのみで修
復物を製作することも可能である。

歯科用CAD/CAMシステムの基本

野地 美代子 先生
ゲン歯科クリニック
＜福岡県福岡市博多区勤務＞

図2：共焦点光学系の模式図
（吉沢徹編：最新三次元計測, 
朝倉書店, 2006：58. より）

スキャナー CAD CAM

・支台歯
・隣在歯
・対合歯
・バイト

・マージン認識
・歯冠適合
・咬合調整
・咬合面修正

・修復物削合
・C&Bフレーム
・アバットメント
・義歯フレーム

間接法

直接法
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　現在、国内においては、スキャナーから加工機、製作物を焼結させる必要がある場合は、その焼却炉まで全てを自社で開発あるいは調達して販売する
方式（フルバージョン方式）、自社のスキャナーを各歯科技工所に設置し、計測データを自社の大型加工機へネットワークで転送して加工を行う方式
（センター加工方式）、各社のスキャナーからデータをSTL形式で受け取って、自社の加工センターで加工を行う方式（オープン対応方式）、そして、口腔
内スキャナーによりチェアサイドでの対応が可能な方式（チェアサイド方式）と大きく４つの方式に分類される。

　どのシステムも必ず一長一短の特徴を持ち合わせているので、精度やスピードといった機器の性能を十分理解した上で、選択したシステムの限界と
適用可能な範囲を認識し、臨床応用することが大切である。 

　図3にTRIOSおよびモアレ法で光学印象を行い製作した修復物の比較写真、図4に試適時のデンタルX線写真を示す。様々な誤差が考えられるので
一概に比較は難しいが、今回の予備実験においては、TRIOSを用いたシステムで製作した修復物の方がやや適合良好であった。しかし、どちらのシステ
ムにおいても歯頚部側マージンにおいて修復物と歯質との間に探針が入る部分は存在せず、適合状態は臨床的に許容範囲にあると考えられる。

歯科用CAD/CAMシステムの基本

図3a：修復物の比較（全体像）

a. 
TRIOSにて
光学印象を
行ったもの

咬合面 舌側 近心

b. 
モアレ法にて
光学印象を
行ったもの

図3b：修復物の比較（咬合面）

a. TRIOSにて光学印象を行ったもの b. モアレ法にて光学印象を行ったもの

図3c：修復物の比較（舌側）

a. TRIOSにて光学印象を行ったもの b. モアレ法にて光学印象を行ったもの

図3d：修復物の比較（近心）

a. TRIOSにて光学印象を行ったもの b. モアレ法にて光学印象を行ったもの

図4：デンタルによる適合状態の比較

a. TRIOSにて光学印象を行ったもの b. モアレ法にて光学印象を行ったもの

舌側 近心 舌側 近心
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　歯科用CAD/CAMシステムによる製作法では、従来のワックスアップ、
埋没、鋳造などの工程を省略できるため、迅速かつ簡便に製作が行える。
また、使用されるセラミックブロックは均質であり、透明性、耐摩耗性を有
し、加工後もその特性が安定しているので、安定・安全・高品質である。

　一方、欠点としては、機器やソフトウエアへの初期投資が高額であり、術
者はトレーニングのための時間と経費が必要となることがあげられる。

歯科用CAD/CAMシステムの利点・欠点

　歯科用CAD/CAMシステムでは、ジルコニアのほかにアルミナ、
ガラスセラミックス、長石系セラミックス、チタン、コバルトクロム合金、
ナノコンポジットレジン、ＰＭＭＡレジン、ワックスなど、使用可能な材料
は多岐に渡る。実際の臨床では、透過性や強度、靱性といった材料の
特徴を理解して使い分けることが重要である。

歯科用CAD/CAMシステムに用いられる材料

　歯冠修復物を製作する場合、重要な因子として、適切な支台歯形成、
明確な印象採得、正確な接着操作、さらに設計に関する知識がある。
支台歯のフィニッシュラインは明瞭かつシンプルに設定する（図5）。
また、機能的・審美的に満足できる歯冠修復物を提供するために、
CADにおけるマージン部の設定は、歯の解剖学の知識や歯の構造、
および修復材料の性質を十分に理解した上で行う必要がある。さらに
はCAD、CAMの特性も理解し、ミリングバーの太さや動きを意識して、
機器の可能性の中で最適な設計ができることが望ましい。

歯科用CAD/CAMシステムによる歯冠修復

　オープンシステムの活用により、常に最先端のデジタルテクノロジー
を利用することができるようになる。また、デジタルデータをお互いに共
有することができるため、患者、歯科医師、歯科技工士間のデンタルコ
ミュニケーションが向上すると考えられ、オープンシステムは今後さら
に増加していくものと思われる（図6）。

　現在、国内の歯科技工所では、「クローズドシステム」という、機材
メーカーが運営する加工センターの専用システムや情報連携のネット
ワークが構築されたメーカー独自の歯科用CAD/CAMシステムを用
いている。一方、欧米ではスキャナー、CAD、CAM、材料などを自由に
選択・組み合わせできる「オープンシステム」が広がっている。

これからの歯科用CAD/CAMシステム

　患者のニーズの高度化や歯科医療の変革に伴い、患者とのコミュニ
ケーション、診査、手術・治療シミュレーション、歯科用CAD/CAMによ
る歯冠修復物の製作、治療評価や経過管理など、臨床現場においてデ
ジタル・デンティストリーの重要性は増すばかりである。

　しかし、技術や材料の進歩が歯科医の技術そのものを向上させるわ
けではない。

　大切なことは、新しい知識や技術に関心を持ち、その原理や本質を
正しく理解した上で自己の臨床に取り入れていく姿勢である。そのた
めにも、従来からいわれている歯科の基本技術や概念、さらには理工
学、組織学、生理学といった基礎の知識を持って、歯科医自身が考え、
自ら行った症例の経過を注意深く客観的に見つめていくことが肝要で
ある。それこそが、いつの時代においても変化に対応するためのカギと
なるのである。

終わりに

図5：CADによる修復物の設計

a. TRIOSにて光学印象の後、Dental systemにて設計

b. 別法にて光学印象の後、設計

図6：オープンシステムの活用

Dental Clinic

Dental Lab

Practice Lab

＜参考文献＞
１）末瀬一彦，疋田一洋：CAD/CAM からDigital Dentistry へ
　 ―コンピュータを応用した歯科治療の最前線―．日補綴会誌2012; 4 : 121-122.
２）宮崎隆：Digital Prosthodontics の変遷と展望．日補綴会誌2012; 4 : 123-131. 
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RAYSCANαの設置紹介

八木橋　英元 先生
茅場町パル・デンタルクリニック
＜東京都中央区開業＞

ひで もとはしぎや

　この度、『RAYSCANα』を導入された「茅場町パル・デンタル
クリニック」をご紹介させていただきます。

　ビジネスマンが行き交う大通りから一本奥に入ったところに
あるのが「茅場町パル・デンタルクリニック」。診療スペースは
もちろんのこと、トイレや洗面所までピカピカに磨き上げられた
院内は、清潔感にあふれ、リラックスして治療を受けられる雰囲
気です。

　茅場町を選んだのは、ビジネスマンが多いエリアだったからだ
そうです。歯周病専門医でもある八木橋院長ですが、歯周病は、
ほとんど自覚症状がないまま病気が進行するので、患者さんは
気づかないまま治療の機会を逃してしまう恐れがあるとのこと。
特に働き盛りの方たちは忙しいということもあって、気付いた頃
には手遅れということもあるそうです。

　そのような中、今回『RAYSCANα』導入のきっかけをお尋ね
すると、「歯周病・歯内療法の観点からもCTが有効であること」、
「インプラント治療時に、より安全性の高い治療を求めたこと」、
「そのうえでCTの画質がとてもきれいだったこと」とお聞きする
ことができました。その場しのぎの治療はしたくない、そのため
には患者さんに自分の病気を理解してもらわなければなりませ
ん。普段のお手入れと、医院でのプロフェッショナルな診断、ケ
アがあってこそ治療がより良い方向へ進みます。そのために重
要なものの１つとして、『RAYSCANα』の導入を決めていただ
けたということでした。

　茅場町パル・デンタルクリニックでは、今回、全国に先駆けて
『RAYSCANα』の導入を決めていただきましたが、CT、パノラマ画質の他に、患者さん位置付けの際に
使用するリモートコントロールシステムも気に入っていただけているようです。

　リモートコントロールシステムでは、患者さんの位置付けを行いながら手元のリモコンで、装置の上
下や犬歯ビームの調整をすることができます。
また、撮影方法も簡潔明瞭なため、スタッフさんからも「撮影が楽で使いやすい」というお話もいただ
けました。

スタッフの皆さんと

受付 診療室

京セラメディカル株式会社　デンタルME営業部　永野 暁
レポート

エックス線室
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　「これからのインプラント治療を考える～過去の症例より学び新技術の可能性を探る～」

をメインテーマに、2014年7月6日（日）「COLLOQUIUM IN 2014」をイイノホール＆

カンファレンスセンター（東京）にて開催いたしました。

　午前の一般講演では5名の先生にご講演いただきました。今回のメインテーマに沿った

実践的な内容で、有意義な講演であったと思います。

　その後の特別講演では弊社独自のアルカリ加熱処理技術（以下AHFIX（アフィック

ス）と呼ぶ）をテーマに2名の先生にご講演いただきました。AHFIX技術とはチタン金属

に生体活性を付与することができる表面化学処理技術のことです。この新技術には多くの

参加者が興味をもたれたご様子でした。

　別会場では技工士向けの分科会も開催しました。予想を上回る盛況ぶりで満席となり、

会場外に参加者が溢れるほどでした。

　休憩時には、展示コーナーに多くの方が足を運ばれ、製品や書籍を手に取り、熱心に

ご覧になられていました。今回の講演でも取り上げられた「AHFIX」「インプラント」「デジタ

ルデンティストリ」の各コーナーでは、弊社スタッフに対し積極的に質問されていました。

　午後からは、２つのパネルディスカッションを行いました。今回は新たな試みとして、

アナライザーを使用した会場参加型の催しを行いました。参加者の意見を即座に会場

全体で共有でき、臨場感のある討論ができたのではないかと思います。

開催レポート

一般講演

2015年7月5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）

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。

パネルディスカッション 展示会

アナライザーによる集計

　今年は、総勢17名の先生からご講演をいただき、

500名近くの参加者で満員の会場からは活発な質

疑応答が行われ、盛会のうちに閉会いたしました。

参加者の皆さま、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。

　来年は、7月5日（日）に、今年と同じ会場にて開

催させていただく予定です。どうぞご期待ください。

「AHFIX」は京セラメディカルの登録商標です。
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◎ 短時間CT撮影で低被曝を可能にする

◎ アーチファクト減少、ノイズの除去により
　 高画質画像を撮影
◎ ニーズに合わせてセファロ追加など
　 アップグレードが可能

※オプションになりますので、営業担当にご確認ください。

一般的名称：アーム型X線CT診断装置　販売名：レイスキャン αー Expert3D
医療機器のクラス：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：226AFBZI00002000　製造販売元：株式会社エムビーエス

タ イ プ

患者ポジション

焦 点

管 電 圧

管 電 流

重 量

センサータイプ

F.O .V

ボクセルサイズ

スキャンタイム

Cone beam

Stand Type

0.5mm

60～100kVp

4～17mA

RAYSCAN α-SC(scan ceph) 166.5kg
RAYSCAN α-3D 150kg / RAYSCAN α-SM3D(scan ceph) 175.5kg

C T

CMOS Detector

9cm×9cm

0.143mm3～0.286mm3

14秒

Technical Specifications (仕様)

Scan Ceph

CdTe Detector

-

-

4.0秒(最小)

Pano

CMOS Detector

-

-

14秒（最大）

パノラマ
のみ
〈α-P〉

3D-CBCT
〈α-3D〉

セファロ
〈α-SC〉

セファロ
3D-CBCT
〈α-SM3D〉

ニーズに合わせて
ユニットアップ

高度なテクノロジーから
得られる高品質画像

医療施設用 ファイヤーウォール

漏れると
危険!!

提供協力:KDDI株式会社 部門名：ソリューション関西支社（tel:06-7177-0071）

リモートVPNウイルスを
ブロック!!

個人情報の
保護　　　

24時間365日監視
機械が壊れたら駆けつけ交換
困ったときの相談窓口完備
安心のウイルスチェック

医療施設用ファイヤーウォール〈VSR-D〉を導入すると…医療施設用ファイヤーウォール〈VSR-D〉を導入すると…

院外から院内ネットワークアクセス
も簡単かつ安全に実現

内部からアクセスは透過

ウイルスやウイルス感染メールを自動削除!
外部からの一方的なポートアクセスを遮断! 自宅から

客先から

スマートデバイス等からインターネット

歯科医院リモート監視
サポートセンター

導入後は月額費用以外は追加料金なし

患者さんの大切な個人情報を
ウイルスからブロック！

24時間365日、任せて安心のセキュリティー監視・保守サービスを一貫してトータルでご提供します!!
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