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はじめに
内部連結型インプラントは高い連結強度を有しており、外部連結型の
インプラントに比べ、スクリューが緩みにくいことが利点としてあげられる。
しかしその一方で内部連結型の複数のインプラントが相互に傾斜をした場
合には、この連結強度が障害となり、スクリューでの対応を困難とする。
そのため、これまではセメント固定が主に用いられてきた。ところが、セメント
固定では装着後の形態修正や修理等は非常に困難な事が多く、近年では
スクリュー固定性補綴装置が見直されてきている。
しかしながら、複数の内部連結型インプラントを用いたスクリュー固定で
は、着脱時に周囲軟組織を傷つけたり、適合不良によるインプラントの縦割
れ破折の発生が指摘されているが、これは緩みにくい内部連結機構が連結
補綴装置での対応を困難としているのであろう
（図１）。
POI EX スプリントアバットメント（以下、スプリントアバットメント）は
京セラメディカル製インプラントPOI EXに対して、スクリューによる連結
固定を可能にするために開発されたアバットメントである。今回、本材料を
使用した無歯顎に埋入された相互傾斜を有する複数のインプラントの印象
精度をin vitroで比較したので、報告する。

図1：上顎無歯顎に埋入された複数の内部連結型インプラント症例。
インプラントレベルでスクリュー固定性暫間補綴を作製したが、毎回
の脱着の際、
インプラント周囲の軟組織は傷害を受け、出血と疼痛を
引き起こした。この症例では、
アバットメントスクリューが頻回に破折
したが、幸いにインプラント体の破折はなかった。

材料と方法
インプラントレベルでの印象精度とアバットメントレベルでの印象精度を比較する
ため、以下の実験を計画した。
＃3

１）インプラントレベルでの印象採得
上 顎 無 歯 顎 模 型に相 互に傾 斜して埋 入された６本のインプラント（POI EX

＃2

φ3.7mm）をインプラントレベルにて印象を行い、石膏模型を作製し、CAD/CAMで

＃4
＃5

チタニウム製中間構造フレームを作製した。このフレームに未使用のインプラント体
（POI EX 37-10TP-S）を締結し、
シリコーン印象材を用いて印象採得を行い、イン
プラント体が埋入されたエポキシ樹脂製のマスター模型を作製した（図２）。従って、
こ

＃1

＃6

のマスター模型とフレームとは完璧な適合を有していることになる。
図2：上顎無歯顎模型に傾斜埋入された６本のPOI EX φ3.7mm
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このマスター模型にオープントレー用印象用
コーピング（トランスファー COP EX37SS）を

a.

b.

c.

d.

締結し、
シリコーン印象材を用いて、
オープント
レー印象を行った（図３）。なお印象用コーピン
グは非連結とした。印象用コーピング周囲には
ソフトガムを注入した。アナログを締結する際に
は、
アナログをしっかりと保持して、
ガイドピンを
締結することが精度を確保する上で重要であ
る。
（図3-d）

図3：インプラントレベルでの印象
a. 印象用コーピングの締結（側方面観） 相互傾斜は最大で４０度程度となっている。
b. 印象用コーピングの締結（咬合面観）
c. 準備されたオープントレー：コーピングスクリューとトレーは干渉しないように調整しておく。
d. 印象撤去後、
コーピングにアナログを締結 アナログをしっかりと保持して、
コーピングスクリューに加えた締
結力がシリコーン内のコーピングをずらさないように注意する。

２）アバットメントレベルでの印象採得
マスター模型上の各インプラントに対し、
２０N・cmで締結したスプリントアバットメント
（スプリントAB EX ST 37-2L）(図４）上でアバットメントレベル
の印象用コーピング（SPトランスファー COP-R-S）を締結し、
非連結で印象採得を行い、
作業模型を作製した（図５）
。アバットメントレベルでのチタニウム
製中間構造フレームは直接このマスター模型上で作製した。

図4：スプリントアバットメント
上：回転防止機構を有しており、
所定の位置へ設置して、
アバットメントスクリューを締結する
下：締結された状態のスプリントアバットメント

a.

b.

c.

d.

図5：アバットメントレベルでの印象
a. 締結されたスプリントアバットメント（咬合面観） アバットメントにはテーパーが付与されており、装着角度を
２０度まで許容できる．
b. 締結されたアバットメントレベルの印象用コーピング（側方面観）
c. 締結されたアバットメントレベルの印象用コーピング（咬合面観）
ｄ. 調整されたオープントレー
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６ 相当部インプラントのみをスクリューで固定し、残りのインプラントの頬側部でのインプラントプラットフォームー中間構造フレームのギャップ、
また
はアバットメント辺縁と中間構造フレームとのギャップを実体顕微鏡を用いて観察した（図６）。

図6：ワンスクリューテスト ＃１のみをスクリューで固定した
左：インプラントレベル 右：アバットメントレベル

結

果

インプラントレベル、
アバットメントレベルでのワンスクリューテストで観察された最大のギャップをそれぞれ図７、
８に示す。インプラントレベルで観察
された最大のギャップは７０μｍであった。それに対し、
アバットメントレベルでは２０μｍと、
より小さなギャップを示し、良好な適合が認められた。

70µm

図7：インプラントレベルでの最大ギャップ
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20µm

図8：アバットメントレベルでの最大ギャップ

考

察

上顎無歯顎症例では、上顎洞などの解剖学的制約などから、複数インプラントを埋入する場合には、相互に傾斜せざるを得ないことを経験する。内部
連結型のインプラントを用いた場合には、
インプラントレベルの印象用コーピングの嵌合部が深く取れるため、高い連結強度が確保される一方で、
コーピ
ングの連結により、嵌合部の一部がアンダーカットに入り、撤去困難となる。非連結で印象する場合には、印象材の弾性で印象を口腔外へ取り出すこと
はできるが、
その際にアンダーカットに入ったコーピングが印象材の中で力を受け、印象が変形することが予想される。
こうした症例に対し、
スプリントアバットメントは装着角度を２０度まで許容する事ができるため、相対的には４０度までの傾斜に対応することができる。
今回の実験模型でも、最大傾斜が４０度であったにもかかわらず、適合精度は非常に良好であった。
アバットメントレベルでの印象は暫間用のSP

b.

テンポラリー AB EXを用いて採得することも
可能である（図９）。この場合には、非連結では
印象材の中でパーツが動きやすいので、ポジ
ショニングジグを準備しておき、低重合収縮レジ
ンを用いてリジッドに連結することが望ましい。

a.

マスター模型上（口腔内）で６個のテンポラリー
シリンダーを連結したポジショニングジグは抵
抗なく、楽に着脱することが出来た。これを作業
模型上に戻し、パッシブフィットを確認してやれ

＃3
＃2

＃4
＃5

c.

ば、印象精度を検証する事ができる。チタニウム
やジルコニアは鑞着ができないので、完成後の
適合不良に対応ができない。技工に出す前に精

＃1

＃6

度検証をしておくことは、バックステップをなく
すことに繋がる。

図9：テンポラリーパーツを用いたアバットメントレベルでの印象
a. スプリントアバットメントにテンポラリーパーツを締結
b. コバルトクロームで作製したポジショニングジグ コンポーネントと干渉しないように調整が必要である。
c. 低重合収縮レジンを用いて、
リジッドに連結する。

今回、予備調査的に実験モデルの作製とギャップの観察を作業模型１個だけで比較した。統計的な処理は行っていない。今後、継続的に評価を行っ
て、
２つの印象レベルでの適合精度について報告させていただくことを記して、本稿を終えさせていただく。

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。
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（CT検査およびMR検査）の重要性について

三村 彰吾

先生
共愛歯科医院 院長
＜熊本県益城町開業＞

はじめに
現在、私たちが治療を行う歯科疾患は、齲蝕、歯周疾患そして第三の疾患としての顎機能障害である。この顎機能障害は顎関節雑
音、顎関節や咀嚼筋の疼痛、顎運動障害を主徴とし、顎機能だけではなく、
ときには全身的にもさまざまな障害をもたらす症候群であ
る。科学的根拠に基づいた医療の重要性が指摘されている昨今ではあるが、顎機能障害の診断や治療に関しては補綴をはじめとする
多くの歯科治療や外科系の医科疾患がそうであるように、厳密なRandomized Controlled Trial（RCT）にのっとった科学的研究を
行うことが困難である。したがって、治療に関しては信頼できるデータベースがほとんどないのが実状である。しかし、現実には顎機能
障害の諸症状を訴えて治療を希望して来院する患者が大勢おり、
エビデンスがないといって治療を放棄するわけにはいかない。
また、咬合崩壊をおこしている患者は、
自覚症状がないものの顎機能障害をきたしている場合が多く、
このような患者は、術中、術後
に顎関節の変化を経験することも少なくない。
そのようななか、私の診査項目は、問診、視診、触診、聴診、咬合検査、画像検査である。この診査をもとに診断、治療を行っている。
顎機能障害は齲蝕や歯周疾患と異なり直接見ることができないため、顎関節部の骨形態の変化、関節窩内における下顎頭の位置など
を調べるCT検査、関節円板など軟組織の状態を調べるMR検査は特に重要と考えている。

症例1
患者は59歳男性、初診日は2012年10月10日で、主訴は1ヶ月前から
左顎関節部に違和感があるということであった（図1）。全身的既往として
慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）を2008年から発症している。
CIDPとは自己免疫異常により、末梢神経組織に炎症がおこることで生じ
る慢性の病気である。歯科的既往歴としては2006年ごろから全顎的な歯
科治療を約２年間をかけて行ったがメインテナンスはここ１年行っていな
いとのことであった。現症は、左顎関節に開口直後にクリック音を認め、開
口量は前歯部の切端間で58mmで特に問題なく、咀嚼筋の触診も特に異
常はなかった。口腔内所見としては左犬歯部に早期接触があったがその他
特に問題はなかった（図2）。CT検査とMR検査を行ったが左右の顎関節
に関節円板の転位はみられず、また関節円板の不整、腫大、変形もみられ
なかった。また、変形性顎関節症の所見もみられなかった（図3、4）。

図1：初診時口腔内写真
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MR（閉口）

CT（閉口）

図2：赤丸が早期接触

MR（閉口）

MR（開口）

MR

CT

図3：左側顎関節部

MR（開口）

MR

この患者の問題点は早期接触である。治療計画は、スタビライゼーション型
スプリントを使用し症状の変化を確認後、咬合調整を行うこととした。
経過は、スタビライゼーション型スプリントを使用後、クリックは解消し
た。そして早期接触部分がはっきりとしたため、咬合調整を行うことにし
た。まずスプリントによって誘導されたと思われる中心位で模型を咬合器
にマウントし、模型上で咬合調整を行った。削合することで安定した顎位
を求めることができることを確認後、口腔内で咬合調整を行った。現在、

CT（閉口）

CT

顎機能に関して特に問題なく、クリックもその後消失したままである。

図4：右側顎関節部

症例2
患者は66歳女性、初診日は2013年２月8日で、主訴は下顎臼歯部欠
損による咀嚼困難と左右開口時におこる顎関節雑音であった。
歯科治療は、約5年ぶりで左側下顎第一小臼歯のクラウンの脱離及び右
側下顎第一小臼歯、第二小臼歯、第二大臼歯のブリッジが脱離して数年経
過しているとのことだった（図5）。可撤式義歯の使用経験はない。全体的
に咬耗があり、顎位の低下も予想される。両側の顎関節にクリックがあり、
両側側頭筋と右側顎関節部と右顎二腹筋後腹に圧痛があった。パノラマX
線検査で右関節頭の変形が見られた（図6）。

図5：初診時口腔内写真
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図6：初診時パノラマX線写真

これらのことからCT検査とMR検査を行った。顎関
節・咀嚼筋に症状がある場合、図7の疾患鑑別をする
必要があり、問診及び画像検査でかなりの鑑別ができ
ると考えられる。この患者両側の関節円板は前方、や
や外側寄りに転位しているものと思われる。いずれも
開口によって容易に復位しうる。また両側の下顎骨関
節頭表面が不整である、変形性関節症の所見も呈して
いる
（図8、9）。

図7：顎関節・咀嚼筋の疾患あるいは障害

MR（開口）

CT（開口）

図8：左側顎関節部
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MR
（閉口）

MR

MR（開口）

CT

CT（開口）

図9：右側顎関節部
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MR（閉口）

MR

CT

この問題点とそれに対する治療を下記に示した。

1. バーティカルストップの減少

1. インプラント補綴によるバーティカルストップの増加

2. 下顎位の変化

2. 適正な下顎位の変更

3. 齲蝕

3. 齲蝕処置

4. 成人性歯周炎

4. 歯周病治療

まず齲蝕処置および歯周初期治療を行った後、左右臼歯部にインプ
ラントを埋入した。その後オッセオインテグレーションを獲得後、プロビジョ
ナルレストレーションを装着し、臼歯部でバーティカルストップを確立して
顎位を変更した（図10）。
現在、顎位を変更し経過観察中であるがクリックも顎位を変更してから
1ヶ月で消失し、自覚症状もなくなっており、患者は満足している。

図10：下；顎位変更前（初診時） 上；顎位変更後

まとめ
現在、顎機能障害で来院する患者も増えている。また、症状には現れていないが、顎関節部に異常をきたしている患者も少なくないと考えられる。
私は、初診の患者には、咀嚼筋の触診は必ず行っている。これだけでも顎機能のスクリーニングは、するとしないでは大違いと考えている。顎機能障害
の治療はエビデンスが少ないため、術前の診査診断が重要である。術前の資料というものは、術後変化をきたした場合、絶対にとることができない。とく
に顎関節は、直接見ることができないため、画像診断が重要である。そのため術前のCT検査及びMR検査は必須であると考える。以前は、両方とも医科
に依頼していた。現在は、コーンビームCTを導入することにより医科用CTに比べ被爆量が減少し、また顎関節部の鮮明度が高くなり患者にとって利点
が増した。
インプラント治療が普及した今、インプラント治療後10年経過して、顎位の変化等がおこり、顎機能障害を発症した患者をみることも少なくない。これ
らのことが、なぜおこるのかということのエビデンスはない。
しかし、予想はできると考える。これは何年もかけて咬合崩壊した場合、顎関節部も一緒に
徐々に変化していると考えられる。その変化した口腔系を治療する際、インプラントにより咬合支持は比較的短い期間で回復することができる。
しかし、
顎関節部はこの短い期間の変化に対応することができず、徐々に変化してくると考えられる。そのため、インプラントを用いた全顎的な治療を行った場
合、すべての患者ではないが、数年後に咬合の変化を含め顎機能の変化が起こるのではないかと考えている。このような咬合崩壊をした患者に対して、
術前に顎関節部の画像診査を行うことによって、治療の方向性、そして治療後の経過の予想ができるのではないかと考える。これは、患者にとっても安
心できる要因ではないかと思う。
したがって、顎機能障害および、咬合崩壊した全顎的な治療を必要とする患者には、顎機能診査とくに画像診査（CT検査およびMR検査）は重要であ
ると考える。
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IDS2015に初出展
2015年3月10日〜14日、ケルン（ドイツ）にてIDS2015
（International Dental Show）が開催されました。
IDSは2年に1度開催され、毎回約150カ国10万人以上の業
界関係者・歯科医師が集う世界最大の歯科の見本市です。
今回も、
出展企業数2,201社（56カ国）
、
入場者数138,500人
もの規模で開催されました。世界中から集まる革新的な最新
技術や製品に対し、専門販売業者や医療関係者からは、毎回
大きな注目が寄せられています。また、歯科技工士のワーク
フローの加速化、
より高い付加価値を生み出す新製品、機能性
と美的感覚を兼ね揃えた製品への関心も高まっています。

ケルンメッセ前

京セラメディカルは、今後の海外展開を見据えて、今回初め
てIDSに出展いたしました。
ブースでは会社紹介をはじめ、
インプラント、CAD/CAM材料、
NANO DENTAL α
（洗口液）等の製品紹介、および医科用
製品を含めた京セラメディカルの技術紹介を行いました。
結果として、中東・ヨーロッパ・アジア・アフリカ・アメリカ等、
計31カ国の方々にブースに来場いただき、通常の完成品のお
取引はもとよりOEMビジネス等の多くの提案・要望をいただ
きました。
見本市全体としてのトピックスは、今回もCAD/CAM周辺機
器が中心で、
デバイスや材料等が、前回開催時から引き続き業
界関係者・歯科医師の先生方の注目を集めておりました。
インプラント関連の主要メーカーについては特筆するほど目
新しいものはありませんでしたが、いくつかの新興メーカーで
デザイン・コンセプトにおける新提案がありました。
また各メーカー
Peri-Implantitisに対する意識の高まりから、
メインテナンス

京セラメディカルブース

用インスツルメントやデザインコンセプトを提示し対Peri-Implantitisといったことにつなげている表現も多く見受けられました。その他にインプラント
材料にジルコニアを採用するメーカーが前回より増えており、1 PIECE TYPEだけでなく、2 PIECE TYPEのジルコニアインプラントを提案している
企業も多数見受けられました。
京セラメディカルは、
「Made in Japanのインプラントメーカー」として海外展開の拡大を図り、新しい技術への挑戦、新しいコンセプトの提案を行い、
日本だけでなく世界の歯科医師・患者さんに貢献していきたいと考えています。

「NANO DENTALα」は、日建レンタコムの登録商標です。
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RAYSCANαの設置紹介

石附

法子 先生
長町のりこ歯科
＜宮城県仙台市開業＞

長町のりこ歯科は、最先端の高度医療病院である新仙台市立病院に隣接するSHIP
仙台ビル医療モール内に平成26年12月にオープンされました。
広くゆったりとした敷地で、
日当たりも良く、白を基調にした院内の雰囲気は、
「痛み
の少ない治療を心がけ、
ご自身にあった治療の提案を」という院長の方針とマッチし、
安らぎと清潔感にあふれています。

医院外観

今回ご導入いただいた「RAYSCAN α」は、
曲線的なデザイン
やワンポイントの黄色いハンドル、
状態によりブルー・グリーン・
オレンジ・レッドに変化するLEDインジケーターの演出等、
撮影
時に患者さんの緊張をやわらげる効果を期待したデザインを
採用しています。
直径9cmｘ高さ9cmの円柱状のCT撮影範囲は口腔内ほ
ぼ全体が観察でき、画像も鮮明でパノラマ・デンタルだけで
は分かりにくかった診断に役立っているとのことです。
パノラマも鮮明で、
撮影後すぐに画面に表示できるので、
患
者さんから「もうできたの？」と驚かれることも多いそうです。
また「PSPIX」もあわせてご導入いただき、
デンタル・パノ
ラマ・ＣＴの画像をすべて一元管理され、
チェアサイドの大き
なディスプレイでの説明は患者さんに分り易く説明できると
大変ご満足いただいております。

エックス線室

スタッフの皆さんと

診察室

診察室

RAYSCANαの設置紹介
IDS2015に初出展
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Model
パノラマ+CT

RAYSCAN α-3D
パノラマ+CT+スキャンセファロ

RAYSCAN α-SM3D
パノラマ+CT+ワンショットセファロ

RAYSCAN α-Multi 3D

Technical Speciﬁcations (仕様)
タ

プ

Cone beam

患 者 ポ ジ ション

イ

Stand Type

焦

点

0.5

管

電

圧

60〜90kVp

管

電

流

4〜17mA
・パノラマ+CT ［RAYSCAN α-3D] : 148kg

重

Remote Control

量

セ ン サ ー タイ プ
F. O . V

ワイヤレスリモコンにより

ボク セ ル サ イ ズ

患者さんの撮影ポジションを

倍

簡単に操作できます

率

ス キ ャン タ イム

・パノラマ+CT+スキャンセファロ [RAYSCAN α-SM3D] : 164kg
・パノラマ+CT+ワンショットセファロ [RAYSCAN α-Multi 3D] : 165kg
CT

パノラマ

スキャンセファロ

CMOS FPD

CMOS Detector

CdTe Detector

ワンショットセファロ
α-Si TFT

9×9cm

14.8cm

26×24cm

33×33cm

0.143〜0.286mm 3

-

-

-

1.4

1.3

1.1

1.1

14秒

2.0〜14秒

4.0〜10.4秒

0.3秒

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ICST

ナノデンタルアルファ

口腔内
浄化。

歯科医院
専売

使用後 、
ピンク色から透明に変わります。

［ 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

© 2015 KYOCERA Medical Corporation

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 。

【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
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