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巻頭言

歯科医療界の発展に貢献する日本歯科技工学会

一般社団法人 日本歯科技工学会
副会長 末瀬

一彦

令和最初の輝かしい年が明けましたことに心よりお慶び申し上げます．本年も皆様方にとりましてすば
らしい一年になりますよう祈念申し上げます．
本学会会員の皆様方には，平素から学会運営にご尽力を賜りまして誠にありがとうございます．過日も
金沢では「第 41 回学術大会」を盛会に開催することができました．本学会も先達の役員からの継承を受
けて，現在は二川浩樹会長のもと，充実した会務運営ならびに学術大会などの事業が行われているところ
です．学会誌もいよいよ電子版を実現化できるようになり，経費の削減にも繋がっています．今後は，会
員整備のための会員各位のメールアドレスを掌握し，情報伝達の迅速化，連絡の簡素化を図りたいと考え
ています．皆様方のアドレスのご登録を必ずお願い申し上げます．
さて，先般の学術大会のシンポジウムにも取り上げましたが，歯科医療における歯科技工業界の現状の
厳しさを把握し，将来になすべきことを検討された「歯科技工業の業務モデルの現状と将来」に関する厚
生労働科学研究の報告を行っていただきました．4 名の研究員の先生方からアンケート調査結果を踏まえ
て，これまで私たちも行ってきた調査の最新情報の開示や業界を取り巻く環境などについての報告を拝聴
し，改めて，
「歯科医療を根底から支える歯科技工の重要性」を認識すると共に，疾病構造の変化に伴う
歯科医療の変化，少子化に伴う歯科技工士の減少などが浮き彫りにされ，早期に改善されなければならな
い事態を改めて痛感した次第です．
ある検討会の報告によれば，2024 年には就業歯科技工士数が現在より 6,000 名減少し 28,000 人とな
り，さらに高齢化が進むことが予想されています．現在も養成校の減少は続き，毎年 1,000 名以下の卒業
生しか輩出されない状況で，離職率の高さもささやかれています．一方，日本の歯科技工所の形態は小規
模ラボが 78% を占めるという世界にも類を見ない特徴を示し，経営基盤も決して強固ではないようで
す．歯科技工所を取り巻く環境は，「行政からの安全対策強化」「働き方改革の実現」
「新規参入者の激減」
「新規材料や機器設備への投資」「デジタル技工の大波」「歯科医院における外注技工費の削減」など，多
くの制圧がのしかかっています．
歯科技工業界の低迷は，歯科医療界全体に大きな影響を及ぼします．
「歯科技工は歯科医療を根底から
支える」ことから，歯科技工業界の活性化は必然であります．歯科医療においてデジタル化が進むなか
で，国内のラボは資金力があり，充実した設備を有する大 ･ 中規模のラボと専門特化したクオリティの高
い小規模ラボに 2 極化していくことが予想されます．さらに魅力ある職種には，志願者は集まってきま
す．
「デジタル技工」の推進は現在の若者に対して興味を示せる大きな原動力だと思います．デジタル化
と従来からの経験値によって築いてこられたアナログ的な「匠の技」をコラボレーションさせることに
よって，世界に発信できる優れた補綴装置を製作することができるのです．日本の歯科医療だけでなく，
グローバルに活躍できるビッグチャンスともいえます．

そのためには，平素から歯科技工技術の研鑽は必須です．学会に参加することによって自らの殻に閉じ
こもることなく，科学的な根拠をバックボーンに知識 ･ 技術を研鑽し，自らの「歯科技工技能」を高める
ことは，日本の歯科技工のレベルアップにも繋がり，保険診療や自費診療にかかわらず，日本の歯科医療
の向上に大きく貢献することになります．
歯科技工を単なる「製造業」として扱われることなく，歯科医療に貢献している「歯科技工業」である
ことを認識し，プライドとブランド力をもって，安全かつ高品質な補綴装置などの製作，提供を期待した
いと思います．
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寄 稿 文

歯科技工士教育を取り巻く環境変化と持続的発展への課題
―全国歯科技工士教育協議会として現状をどのように捉えるべきか―
全国歯科技工士教育協議会 会長
日本歯科大学東京短期大学 教授・歯科技工学科 学科長

大島

A．はじめに

克郎

措置をとることを公表している．こうした傾向はこの
20 年ほど続いており，たとえば，2000（平成 12）年に
は歯科技工士学校養成所は全国に 72 校あったが，現状

全国歯科技工士教育協議会は，わが国すべての歯科技

では前記のとおりである（図 1）．また，歯科技工士国

工士学校養成所が加盟している歯科技工士教育のための

家試験合格者数についても，2015 年度 1,104 人，2016

組織であり，歯科技工士を目指す学生の教育の充実を図

年度 987 人，2017 年度 902 人，2018 年度 798 人と毎年

ることを目的に設立された団体である．とりわけ昨今の

100 人規模の減少がみられる．

歯科技工士教育を取り巻く環境は課題が山積しており，

さらに，こうした状況と関連し，就業している歯科技

現在ではこの状況に対して，歯科技工士教育に携わる者

工士についても若年層の割合が大きく減少している．今

のみならず，歯科界全体において憂慮すべき事態となっ

後も若年層の減少傾向が続くとともに，高齢層の就業者

ている．
このため著者は，本会の方向性として，歯科技工士教

の退職が加わることにより，歯科技工士数全体として大
幅に減少することは容易に想像できる．

育の充実を図ることを第一義的に取り組むのはもちろん

なお，一部の者の論調として，歯の保有状況の改善や

のこと，現在の社会環境や課題などを多角的な視点から

CAD/CAM をはじめとした医療技術の進展による業務

捉えて，諸制度の改正も含め時代のニーズに応じた歯科

形態の変化などにより，歯科技工士の減少は自然な成り

技工士のあり方を提言していくことが重要であると考え

行きとする指摘もある．この点に対して著者が進めてき

ている．

た各種分析1〜3）を踏まえると，将来的に補綴装置製作な

今回，特に後者に関して，現在の歯科技工士教育を取

どの需要面が減少していくことよりも，さらに早いス

り巻く環境と課題，そしてさらなる発展のために重視す

ピードで歯科技工士が減少する可能性が危惧される．補

べきと考えている点について概説をさせていただく．

綴装置製作などは，現在ではそのほとんどが歯科技工士

B．歯科技工士教育を取り巻く環境と課題

に委ねられていることから，将来的にこうした事態が生
じれば，わが国の歯科医療サービスに大きな影響を及ぼ
すことは言うまでもない．

歯科技工士教育における最近の主な制度改正として，
2015（平成 27）年度の歯科技工士国家試験全国統一化

C．歯科技工士教育の持続的発展への課題

や，2018（平成 30）年度からの教育カリキュラムにお
ける単位制の導入などがある．多くの医療関係職種の教

歯科技工士学校養成所への入学者数減少の背景とし

育内容との平仄を合わせる観点からも，これらの改正は

て，少子化に伴う 18 歳人口の減少に加えて，情報化社

重要な通過点となる．

会の進展によりインターネットなど通じて多種多様な情

このように教育制度の適正化が進むなか，現在の歯科

報を入手できるようになったことの影響が大きいと考え

技工士教育に関する最優先課題としてあげられるのは，

る．こうしたなかで，著者が特に力点を置くべきと考え

昨今の歯科技工士学校養成所における入学者数の減少

る事項として，①正確な情報・データに基づく現状把握

や，これに伴う閉校などである．歯科技工士学校養成所

と発信，②大局的な視点からの諸制度の見直しに関する

は 本 稿 執 筆 時 点（2019 年 11 月 ） で 全 国 に 49 校 あ る

提言，の大きく 2 点がある．

が，そのうち 3 校の施設が学生募集を停止し閉校などの

まず，①に関して記述する．歯科技工士の社会実態を
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図 1 歯科技工士学校養成所数と定員数・入学者数の年次推移
学校養成所数は当該年度において入学者を募集している施設数を示す．

数量的に示した統計や研究報告は少なく，歯科医師や歯

こうした改正を論じる際は歯科技工士教育内容の改正も

科衛生士と比較しても，この状況は顕著である．たとえ

併せて検討する必要がある．

ば，若年層の離職率，認知度，需要供給，将来推計な

D．おわりに

ど，適切な統計手法に基づくデータは少ない．このため
曖昧な情報が発せられたときにも，それらを否定する根
拠がなく，あたかも正しい情報のように拡散してしまう

厚生労働省では，2018（平成 30）年 5 月から「歯科

ことが多々見受けられる．また，正確な情報やデータが

技工士の養成・確保に関する検討会」4）が開催され，関

不足していると，他者に対して課題・展望を提示する際

係者参集のもとさまざまな議論が行われている．本稿執

にも説得力が低下してしまう．

筆時点（2019 年 11 月）では，第 7 回目の会議が終了

とりわけ昨今の情報の可視化の流れから，今後はさら

し，報告書（案）が整理されたところである．この内容

に根拠に基づいた対策が求められると推察される．現状

は，歯科技工士を取り巻く環境について課題や方向性が

において，歯科技工士に関する情報・データは不明な点

明確に示されたものであり，今後の施策の早急な具現化

が多々あり，これらの観点から，今後も引き続き「歯科

が望まれる．

技工士の重要性」を主張したいと考えている．
次に，②に関して，今後，歯科技工士教育制度の充実
を考えるにあたっては，歯科医療を取り巻く社会環境や
他の医療関係職種との関連，また国民のニーズなど，多
角的な視点から現状を捉えることが求められる．そし
て，諸制度を構成する各関係法令について，問題点や要
改善点，見直しの実現可能性などを踏まえた関係者間に
おける詳密な議論が必要である．
歯科技工士法（当時：歯科技工法）が制定された経緯
は，他の医療関係職種とは趣を異にすることから，現在
では時代にそぐわない点が多々みられる．一例として，
歯科技工士のチェアサイド等における業務範囲があげら
れる．この見直しにより，歯科技工士の役割の明確化や
歯科医師との連携が強化し，ひいては，効率的で質の高
い歯科医療サービスの提供や評価につながる．そして，

今回，表題のことについて概観のみを記したが，本稿
で触れたデータや今後の方向性の詳細については，また
他の機会で述べたいと思っている．
文

献
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特別講演

発掘で明らかになってきた北陸の恐竜時代
福井県立大学恐竜学研究所長・特任教授
福井県立恐竜博物館特別館長

東
日本で最も数多くの恐竜の骨や足跡の化石が発掘され
ているのは手取層群であるが，ジュラ紀から白亜期前期

洋一
果を踏まえ，平成 12 年に発掘現場近くに県立恐竜博物
館が開館した．

にかけて堆積した地層で，アンモナイトなど海の動物，

福井県立恐竜博物館は新たな恐竜化石の発見をめざし

陸の動物である恐竜などの脊椎動物や植物の化石が多量

て，平成 19 年から第三次恐竜化石発掘調査を再開し

に産出している．手取層群は，富山，石川，福井，岐阜

た．発掘のための準備作業を現場で開始した直後のこと

県などにまたがって分布している．

だった．発掘準備中の崖の掘削面にから竜脚類の上腕骨

さて「恐竜（ dinosaur ）」という単語は，1842 年にリ

が確認された．この骨は長さが約 1m もあり，過去にこ

チャード・オーエン卿（イギリス）によって，ギリシャ

の発掘現場で発見された最大の恐竜化石となった．この

語の deinos（恐ろしい）と sauros（トカゲ）が合成さ

上腕骨を包含する地層を掘り進めたころ，さらに竜脚類

れて作られた．それを日本語では「恐竜」と翻訳され

の大腿骨や前肢などの骨が次々と発見された．平成元年

た．その恐竜は，その後骨盤の形によって大きく竜盤類

にこの発掘現場で調査を開始した時に，竜脚類の 歯

と鳥盤類に分けられた．竜盤類には獣脚類と竜脚形類が

が発見され，その後の調査で多くの竜脚類の歯が採集さ

含まれ，鳥盤類には剣竜類，ヨロイ竜類，鳥脚類，角竜

れていた．しかし，一次，二次の調査では竜脚類の歯以

類，堅頭竜類などが含まれる．

外の体の骨を見つけることはできなかった．このこと

手取層群から恐竜化石が確認されたのは昭和 60 年に

は，なぜ歯の化石しか発見できないのかという長年の疑

なってからだった．その発見は石川県白山市の通称「化

問だった．したがって，竜脚類の上腕骨などの発見は，

石壁」からの肉食恐竜（獣脚類）の歯で，福井県在住の

筆者が約 20 年間待ち続けた化石だった．

当時女子高校生によるものだった．白山市から恐竜化石

この年には注目すべき恐竜化石がもう一つ発見され

の発見が明らかになると，手取層群分布域の福井県，富

た．それは，小型の肉食恐竜（獣脚類）のまとまった骨

山県，岐阜県からも恐竜発見が報じられるようになった．

格だった．2 年間のクリーニングの結果，約 170 個の骨

福井県では勝山市北谷の手取層群最上部の北谷層から

が確認され，全身の 80 ％以上が保存されたわが国で最

昭和 57 年に中生代のワニ化石が発見されていたが，福

も保存度の高い恐竜標本となった．発見された竜脚類は

井県立博物館（当時）によって昭和 63 年に恐竜化石発

平成 22 年に，竜脚形類ティタノサウルス形類に属する

見のための予備調査が実施され，肉食恐竜の歯産出が確

フ ク イ テ ィ タ ン・ ニ ッ ポ ネ ン シ ス（ Fukuititan

認された．福井県では大がかりな発掘調査を決定し，平
成元年から一次（平成元年〜 5 年）
，二次（平成 7 年〜
11 年）と発掘調査を大規模に展開した．この調査の成
果として大量の恐竜化石などが採集されたが，特に獣脚
類やイグアノドン類（鳥脚類）の頭骨を含めた骨格の発
見は大変意義深いものだった．イグアノドン類は平成 6

nipponensis ）3）
（図 1- ③）として，獣脚類は平成 28 年に

フ ク イ ベ ナ ー ト ル・ パ ラ ド ク サ ス（ Fukuivenator
4）
paradoxus ）
（図 1- ④）とそれぞれ学名が命名された．

さらに平成 27 年に別の草食恐竜にもコシサウルス・カ

ツヤマ（ Koshisaurusu Katsuyama ）5）
（図 1- ⑤）という学

名がつけられた．これで，勝山市の恐竜発掘現場から発

年に，獣脚類は平成 12 年に全身骨格の復元がなされ，

見された 5 種類の恐竜に学名がつけられたことになっ

獣脚類は平成 12 年にフクイラプトル・キタダニエンシ

た．日本産の恐竜化石にはこれまでに 8 種類の恐竜に対

1）
ス（ Fukuiraptor kitadaniensis ）
と（図 1- ① ）
，イグア

ノドン類は平成 15 年にフクイサウルス・テトリエンシ

ス（ Fukuisaurus tetoriensis ） と命 名された（図 1- ②）
．
2）

して学名がつけられているが，手取層群からは福井産の
5 種類に石川県からの角竜類（アルバロフォサウルス・
ヤマグチオロウム）を含めて計 6 種類の恐竜が命名され

発掘現場からはこれらの他に，ワニ，カメ，魚鱗などの

ていることになる．まさに，手取層群はわが国最大の恐

脊椎動物化石も産出した．これら，一次，二次調査の成

竜化石産地ということになる．

発掘で明らかになってきた北陸の恐竜時代
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②フクイサウルス・テトリエンシス
①フクイラプトル・キタダニエンシス

⑤コシサウルス・カツヤマ

④フクイベナートル・パラドクサス
図1

③フクイティタン・ニッポネンシス
勝山産の恐竜

小型獣脚類のフクイベナートルは，全身骨格の約

たからである．さらにフクイベナートルは他のどんな獣

80 ％以上揃っている標本であるので，当然，全身骨格

脚類ももっていない多くの形態的特徴を有していること

の復元作業が進められ平成 22 年 3 月に復元骨格が完成

に加え，当初考えられていたドロマエオサウルス類恐竜

し，恐竜博物館で展示された．フクイベナートル・パラ

にみられる派生的な特徴と，より基盤的な恐竜にみられ

ドクサスという学名は， 逆説の福井の狩人

の意味で

る原始的な特徴を併せもっていた．さらに，フクイベナ

ある．このフクイベナートルについて研究を始めた頃

トールの歯にも一般的な獣脚類のものとは異なった特徴

は，ドロマエオサウルス類の仲間と推定されていたが，

がある．ティラノサウルスやアロサウルスなど一般的な

研究の結果より原始的なコエルロサウルス類に属するマ

獣脚類にみられる歯は扁平でナイフ状に反り返り，前後

ニラプトル類の一種とされた．
コエルロサウルス類はジュラ紀中期のアロサウルスな

の縁にノコギリ歯のような鋸歯があるが，フクイベナー
トルの歯は円錐形で鋸歯がない．さらに，一般的な獣脚

どテタヌラ類から分岐したグループで，ティラノサウル

類の顎にある歯は同じ形をしているが，フクイベナート

スのような大型獣脚類も含まれているが，大半は小型の

ルの上顎骨に残っている歯の形は前後で異なって（異形

獣脚類で 3 本の指と長い尻尾をもっていた．コエルロサ

歯）いることなどから，フクイベナートルは通常の獣脚

ウルス類の最も特徴的なことは，彼らが羽毛をもってい

類とは異なった食性であったことを意味している．フク

たということだ．また，多くのコエルロサウルス類は他

イベナートルの頸椎は 10 個以上の頸椎からなる長い首

の獣脚類と比べて後肢に対して前肢が長いという特徴も

をもっていたと考えられるが，歯の特徴などと併せ考え

ある．マニラプトル類はより鳥類に近くなったグループ

ると恐らくフクイベナートルは雑食性であったことを示

ともいえる．

唆しているものと考えられる．

フクイベナートルは，全長 245cm，体重約 25kg の亜

さらにフクイベナートルは，国産恐竜として初めてそ

成体の小型獣脚類である．亜成体と判断したのは，成体

の脳や内耳を復元することができたことをあげることが

になると骨の

できる．フクイベナートルの骨格の中に

癒合

が完全なものとなるが，フクイベ

ナートルの背骨や頭骨の一部に不完全な癒合が認められ

脳函 の骨が

あった．脳函は頭部後方の上部にある骨で， 脳

を包
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むように取り囲んでいる複数の骨の集合体のことを指

る．勝山産鳥類は癒合し短くなった尾椎（尾端骨）を

す．しかし残念なことに脳函前上半部に尾椎骨が乗っ

もっていた．現生鳥類や進化した化石鳥類では尾端骨が

かっており若干脳函が潰されていた．ともあれ恐竜博物

完全に癒合しコンパクトになっているのに比べ，勝山産

館にある工業用の CT スキャナーを使って，脳函から脳

鳥類の尾端骨は細長く，一つ一つの尾椎の形状が残って

の形態的形状を画像として読み取り，コンピュータの解

いるなど，まだ原始的な特徴をみることができる．U 字

析ソフトを用いて脳の 3D 復元を試みた．この研究は県

型のがっしりした叉骨や原始的な尾端骨，癒合していな

立大学の地域貢献研究費（平成 26 年度）の助成を受け

い前肢指骨，恐竜の特徴を残した腸骨がみられるため，

て実現できた．その結果，大脳部は破損していたが，小

恐竜から鳥類に変化した直後のきわめて原始的な段階の

脳や内耳などを復元することができ，脳の大きさが長さ

鳥類として位置付けられる貴重な標本であることは間違

約 8cm，幅約 3cm，高さ約 3cm で，顔面神経や舌下神

いない．

経などを明らかにすることができた．さらに内耳もほぼ

第三次調査で明らかになった竜脚類の上腕骨や大腿骨

完全に復元され，フクイベナートルの内耳は鳥類と一般

などの骨も，勝山産竜脚類化石の研究を進めてゆくうえ

的な類獣脚類の中間の形態を表し，三半規管は一般的な

で大変大切なものだった．フクイティタンはティタノサ

獣脚類恐竜のものと同等の平衡感覚であり，蝸牛管から

ウルス形類竜脚類に属するが，原始的なティタノサウル

は現生鳥類に匹敵する聴力を有していたことがわかっ

ス形類はアフリカや北米で生息していたことが知られて

た．以上のようにフクイベナートルの発見はコエルロサ

いるが，白亜紀にはヨーロッパやアジアなどで生息する

ウルス類恐竜の進化において，そのグループにおける形

ようになった．最近の研究で，フクイラプトルはアロサ

態学的な違いが大きく拡大したことを示し，鳥の起源で

ウルス上科のカルカロドントサウルス類ネオベナートル

あるコエルロサウルス類進化の理解について貢献するも

科に位置づけられるようになっている．また，フクイサ

のと思われる．

ウルスはイグアノドン類に属するが，このイグアノドン

一方勝山市の発掘現場およびその周辺からは，恐竜時
代の鳥類の足跡化石や卵化石が発見されていた．ところ

類は北米やヨーロッパ地域により原始的なグループが存
在する．

が，第四次調査の平成 25 年には，鳥類の骨格化石が発

勝山産のフクイラプトル（獣脚類）
，フクイティタン

掘された．この鳥類骨格化石はクリーニングの結果，ほ

（竜脚形類），フクイサウルス（鳥脚類）などの集団は，

ぼ全身が保存されていることが予想できた．しかし，

白亜紀になってヨーロッパからアジア地域に移動してき

個々の骨が小さいため物理的にこれらすべての骨を取り

た恐竜群の系統だと考えられるようになった．勝山市の

出すことができない．そこで，CT やコンピュータを

恐竜化石発掘現場一箇所の恐竜たちから大陸を超えた恐

使ってデジタル上で個々の骨を取り出すことを試みた．

竜の動きがわかるようになってきたのだ．以上のように

福 井 県 立 恐 竜 博 物 館 の 工 業 用 CT と 大 型 放 射 光 施 設

北陸地方での約 30 年にわたる恐竜発掘調査で，日本の

SPring-8 のシンクロトロン CT スキャンを行い，母岩と

化石の断層画像を撮影した．その後，北谷化石鳥の頭骨
を 含 む 60 部 位 を，CT 画 像 処 理 ソ フ ト Amira を 用 い

STL の CG モデルとして母岩から分離した．その内，40
部位について骨の部位の同定が可能となった．デジタル
3D 骨格復元に関しては，神戸芸術工科大学映像表現学
科の吉田雅則准教授に協力していただいた．その後，コ
ンピュータ上で各部位を組み上げ，さらに個々の CG モ
デルを 3D プリンターで出力し，勝山産鳥類骨格の複製
骨格を組み上げた．
これまでに中国などで発見された白亜紀前期の鳥類骨
格化石の多くは，部分的にしか保存されていないもの
や，全身骨格であっても潰されて平面的になっているも
のが多かった．一方，勝山産鳥類化石は，保存されてい
る部位が多く立体的なため，標本として得られる情報量
はきわめて多いといえる．勝山産鳥類骨格には，鳥類特

恐竜時代の詳細が明らかとなったといって過言ではない
であろう．
なお，講演後に文中の鳥類化石はフクイプテリクス・
6）
プリマ（ Fukuipteryx prima ）
と命名された．
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大会長講演

「顎義歯なくして顎外科なし」の精神が歯科医療を再興する
明海大学歯学部病態診断治療学講座 口腔顎顔面外科学第Ⅱ分野

坂下

A．序

英明

文

残念ながら戦争が外科学を発展させたことは歴史的事
実であり，口腔外科学においても，その傾向が強かっ
た．その例が Sauer 式線副木や三内式副木である．
第一次世界大戦中からその戦後にかけて，ヨーロッパ
での顎外科（わが国の口腔外科に相当）の発達は著し

B．口腔癌の術後機能回復の現状
1．口腔癌術後の機能回復
口腔疾患の術後に生じる障害には，咀嚼障害と嚥下障
害を含む摂食障害，構音障害および審美障害があげられ
るが，特に口腔癌の術後障害ではこれらが複合して生じ
る．

く，当時は咀嚼器官としての口腔機能回復を行うために

再建術の普及前の 1975 年発行の Pollack の著書に記

は顎補綴が必須であった．すなわち，顎補綴の進歩が口

載されているように，舌半切除術に際して，便宜的な健

腔外科の発達に大きく寄与していた．すなわち，無菌法

側舌尖部や患側下顎骨離断術の併用による縫縮も行われ

が不完全で抗菌薬の出現以前では，口腔機能再建の保存

ていた1）．特に各種の再建術が開発され普及する以前で

的治療期といえる．

はこれらの障害は著明であった（図 1）
．しかし，現在

このような背景で Wein 大学の Pichler 教授により提
唱され，中村平蔵・東京医科歯科大学名誉教授にて，広
く口腔外科医に教育された「顎義歯なくして顎外科な
し：Es gibt keine Kiferchirurgie ohne Prothese 」の概念

でも患者の全身状況によっては再建を行わないこともあ
る．
一方，すべての患者は口腔機能が術前の状態に一歩で
も近づくことを希望している．

を熟知しない者も近年では多い．
本論文では，
「低侵襲手術と補綴の組合せにて口腔外

2．口腔癌治療の理想と現実

科と顎補綴は補完し合う」ことと，「顎義歯のみならず

著者が口腔癌治療で目指してきた理想は，咬合再建，

全補綴物は口腔機能回復用の器具である」ことを大会の

軟組織再建，顎骨再建および知覚・運動神経再建であ

テーマである「温故知新」の観点から再確認する．

る2）．すなわち，
「軟組織再建なくして広範囲切除はな
く，顎骨再建なくしては咬合再建もない」といえる（図
2）
．しかし，知覚・運動神経再建はいまだ模索中である．

図1

下顎骨離断術後の縫縮

図2

血管柄付き遊離腓骨皮弁再建とデンタルインプラン
トの併用

「顎義歯なくして顎外科なし」の精神が歯科医療を再興する

図3

舌亜全摘術と下顎辺縁切除術後の大胸筋皮弁再建

図4

9

遊離腹直筋皮弁再建とエピテーゼとの併用

建の階段」である．
著者が使用してきた再建材料としては，局所皮弁とし
ては赤唇弁，舌弁，頰粘膜弁，
（動静脈付き）口蓋弁な
どであり，頸部皮弁としては，オトガイ下皮弁，頸部島
状皮弁（広頸筋皮弁）
，胸鎖乳突筋皮弁などである．遠
隔有茎皮弁としては，DP（三角大胸筋皮弁）皮弁，前
額皮弁，大胸筋皮弁，広背筋皮弁などで，遊離皮弁とし
ては前腕皮弁，腹直筋皮弁，広背筋皮弁，肩甲骨皮弁，
腓骨皮弁など2）である．
超高齢社会の口腔癌治療では高侵襲治療の実施は困難
図 5 下顎切除後縫縮例における二重歯列義歯（上顎）と
短縮義歯（下顎）

な場合も多く，低侵襲治療が選択される3，4）．著者の施
設の口腔癌症例の年齢分布は 60 〜 70 代が多く5），有病
率も高い．このため，高齢者（有病者）の口腔癌治療で
は再建の階段を降りるまたは昇らない方向で治療するよ

進行癌において，腫瘍の制御すなわち救命のために機

うにしてきた．さらには顎骨再建のない咬合再建も実施

能を犠牲にする救済（サルベージ）手術を行う場合に

してきた（図 5）
．しかし，安全域の確保には妥協しな

は，咬合再建が困難なこともある（図 3）．

い方針である．

さらには，硬組織再建と咬合再建も放棄し広範囲を行
い，軟組織再建とエピテーゼを併用する場合もある（図

一方で，進行癌で切除後に再建を行わなくとも，リハ
ビリテーションにて良好な機能を獲得する症例もある6）．

4）．
一方，下顎輪郭を温存した舌・口底部の広範囲切除で

4．低侵襲手術と補綴の組合せ

は，軟組織再建のみとなり，摂食と構音の機能をどこま

高齢者の口腔癌治療には，「顎義歯なくして顎外科な

で維持できるかが争点となる．このような場合には大胸

し」の精神を反映させて7），低侵襲手術と顎補綴の組み

筋や遊離腹直筋での再建が多く行われるが，術後の皮弁

合わせた治療を行ってきた．

萎縮には舌接触補助床を応用する．これは移植した筋肉
は術後廃用萎縮をするためである．

しかし，全症例に顎低侵襲手術が行えるわけではな
く，救済手術とならざるを得ないこともある．
さらに，低侵襲手術と補綴の組合せが術後機能で劣

3．理想の口腔再建と相反する現実
口腔切除後の局所機能のみを考えれば，切除した全組
織（顎骨，特に下顎骨・軟組織・歯列）をすべて再建す

り，癌死を誤嚥性肺炎死にすり替えることのないよう
に，術後の機能評価とリハビリテーションには十分に留
意している．

ることが理想ではあるが，患者の全身状態から適切な規
模の再建を検討する．
再建法は，縫縮→植皮→局所皮弁→皮弁・筋皮弁→複
合皮弁（骨付）の順で検討するが，すなわちこれが「再

5．低侵襲な再建の実際と利点・欠点
植皮による再建は低侵襲で残存組織の可動性の維持と
なる．
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図7

第 41 巻第 1 号 2020

血管柄付き遊離腓骨皮弁による下顎骨再建と局部床
義歯

図 6 咬合滑面板：下顎歯肉癌の切除後に胸鎖乳突筋皮弁
による軟部再建と咬合滑面板の併用

図9
図 8 カスタムメイド・チタンメッシュトレー，AO プレー
トおよび自家腸骨海綿骨細片による下顎骨再建

オトガイ下皮弁と再建用プレートの併用による下顎
正中部再建

局所皮弁は再建量や組織の性状に制限がある8〜10）．す
なわち，舌弁による下顎歯槽部を中心とした口底や頰粘
膜部の再建では義歯の装着は比較的困難となる．また舌
弁の Set back flap は適応が限定的である．
頸部島状皮弁は拘縮しやすく，頰脂肪体再建は低侵襲
であるが瘢痕が強い．
胸鎖乳突筋皮弁は作成しやすい皮弁ではあるが，頸部
リンパ節郭清術に制限が生じることや大きな筋皮弁の作
成時には気管切開が必要となることがあること，患側犬
歯部より前方の再建は困難であること，さらには血流に

図 10

問題が生じることがあるなどの欠点がある．しかし，現

天蓋開放型顎義歯

実的には胸鎖乳突筋皮弁にて再建する症例では，保存的
または領域頸部リンパ節郭清術であっても併用されるこ
とが多く，気管切開も必要となる（図 6）
．

一方，最近の骨代謝修飾薬服用患者の増加に伴い，治
療方針の決定が悩ましい症例も多い．

6．下顎骨再建
下顎切除後には骨再建したいのが，口腔外科医の願望
である（図 7，8）
．
しかし，全身的な事情などにより，軟組織再建も十分
には行えない場合もある．そのような場合でも可及的に
再建用プレートを使用している．

さらに，下顎骨正中部では術後のリップサポートの問
題は解決されていないものの，可能な限り再建を行う
（図 9）．この際オトガイ部は本来の形態よりやや小さく
再建する．

「顎義歯なくして顎外科なし」の精神が歯科医療を再興する

図 11

術後口腔瘻閉鎖のための頰脂肪体移植

図 12

図 13
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上顎悪性黒色腫切除後の血管柄付き遊離腓骨皮弁再建

上顎部分切除術（口内法）における即時義歯

図 14 上顎全摘術における即時義歯
眼窩底はトタンプレート再建後にガーゼ挿入し，顎義歯
図 15

を頰骨よりつり上げる

植皮

7．上顎骨再建

離が必要であるが，翼状突起の合併切除を行った場合に

著者は上顎骨半側切除以上では原則として，天蓋開放

は開口度はやや制限される．術中に鼻腔が解放される場

型顎義歯（図 10）にて対応している．比較的小さな欠

合には，補綴前外科として下鼻甲介切除を考慮すること

損では頰脂肪体移植にて再建する場合もあるが，低侵襲

が重要である．一方では，切除の明確な適応基準は示さ
れていない．また，上顎亜全摘出術では維持歯の長期保

であるものの瘢痕が強い（図 11）
．
近年，上顎片側切除後の機能回復における顎義歯装着

存が重要となる14）
（図 16）
．

群と血管柄付骨皮弁による再建群の咀嚼機能，構音，術
後の QOL を比較した研究にて，全評価項目で再建群が
顎義歯装着群より優れているともされる ．このため，
11）

比較的若い患者においては，3 分割した血管柄付き遊離
腓骨皮弁にて再建する場合もある（図 12）．
上顎骨切除ではサージカルプレートと即時義歯は有用

8．軟口蓋の補綴
軟口蓋切除術後には鼻咽腔閉鎖不全が生じるため，ス
ピーチエイドを用いる（図 17）
．
軟口蓋を皮弁再建するも運動性のない場合には，パラ
タルリフトを用いる（図 18）．

である．特に口内法による上顎部分切除術では頰側軟組
織の露出部に植皮を行わないことが多く，即時義歯によ
り瘢痕拘縮を最小限とする

（図 13，14）
．

12，
13）

9．舌接触補助床（Palatal Augmentation Prosthesis：
PAP ）

比較的大きな欠損を伴う上顎部分切除術では，瘢痕収

PAP はリハビリテーション用人工舌床とも呼ばれ，

縮を抑制して創部を安定化するためには植皮が有効であ

舌・下顎切除後や皮弁の萎縮に対して用いている（図

る（図 15）
．

19）．薄い義歯から厚い義歯への転換により，舌房を縮

上顎切除時のポイントとしては，後方部の部分切除術
以上の欠損では，術後の開口障害防止のために筋突起切

小する15，16）．
PAP の舌切除術後の器質的摂食・嚥下障害患者に対

日歯技工誌
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図 16

上顎亜全摘出術では維持歯の長期保存が重要

図 17
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術後鼻咽腔閉鎖不全に用いたスピーチエイド

図 18 運動性のない軟口蓋皮弁再建に用いたパラタルリフト

図 19 PAP

いことも多いのが現実であり，今後の問題点である．ま
た，舌切除患者の義歯製作時にも参考にする．

C．考
図 20

察

近年の超高齢化社会の中では，遊離皮弁再建とインプ

パラトグラム：「シ」発音時

ラント支持による広範囲補綴にも限界がある．著者は有
病かつ高齢な口腔癌患者が多い施設にて，「顎義歯なく
する効果は過去より報告され，現在，摂食・嚥下障害や

して顎外科なし」の概念にて顎補綴を併用した低侵襲手

構音障害に対する歯科補綴学的アプローチの有効性は広

術を実施しており，この概念を「温故知新」として再考

く認知されている．

した．
残念ながら戦争が外科学を発展させたことは歴史的事

10．パラトグラムの応用

実であり，口腔外科学においても，その傾向が強かっ

全部床義において，語音明瞭度検査で不明瞭となった

た．その例が 1870 年〜 1871 年の普仏戦争時に開発され

「カ」「サ」「タ」
「ラ」の発音時に，アルジネート粉末を

た Sauer 式線副木であり，1931（昭和 6）年の満州事変

塗布する静的なパラトグラムが示す口蓋部の範囲を参照

で開発された三内式副木である18，19）．

して，ろう義歯を修正する（図 20）
．一般的に無歯顎者

また戦時には口腔外科における外科手技の進歩も著し

では，顎堤の吸収から固有口腔の体積が増加することに

く，1904（明治 37）年から 1905（明治 38）年の日露戦

より，特に「カ行」の発音時に位置関係が損なわれる．

争中の明治 38（1905）年，東京予備病院千駄ヶ谷分院

この場合には，口蓋部を肥厚させ PAP に準じる ．

では，瘻孔を有し掻爬を繰り返しても治癒しない下顎骨

17）

上顎顎義歯において，初回の顎義歯作成から可能な限

中央部骨折に，その左側骨折端より 2.5cm×1cm の骨を

り，パラトグラムにて口蓋形態を整えることが望まし

採取し遊離移植した．本移植は成功しなかったが，わが

い．しかし，初回の顎補綴ではこの点までは考慮できな

国における骨移植の最初の症例である．一方では，上顎

「顎義歯なくして顎外科なし」の精神が歯科医療を再興する
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骨全体と軟口蓋までを除去した症例に補綴的処置にて良

れた27）が，軟組織再建時に顎骨再建に暫間的に使用し，

好 な 結 果 を 得 て い た． さ ら に， 明 治 42（1909） 年 に

最終的には遊離骨移植を行うことを目的にしていた．し

は，橋本綱常を筆頭著者とし，ドイツの学会誌に日露戦

かし，さまざまな工夫により軟組織再建なしの単独使用

争時の下顎損傷 14 例を独自のアルミニウム製プレート

にても長期間の使用が可能になる症例もあるが，一方で

や顎補綴にて治療した報告を行っている ．

は長期間使用後に萎縮した皮膚に露出する場合もあ

20）

その後，第一次世界大戦中からその戦後にかけて，

る27）．

ヨーロッパの顎外科の発達は著しく，当時は咀嚼器官と

高齢者では，軟組織に十分に安全域を設定した後に辺

しての口腔機能回復を行うためには顎補綴が必須であっ

縁切除術が適応できないかを検討し，本法が適応できな

た．すなわち，顎補綴の進歩が口腔外科の発達に大きく

い場合には軟組織再建時に下顎再建用プレートとの併用

寄与していた．無菌法が不完全で抗菌薬の出現以前で

を検討している．症例によっては，下顎骨下縁を可能な

は，口腔機能再建の保存的治療期といえる．このような

限り保存する階段状骨切りを行うこともある．

背景の中で Wein 大学の Pichler 教授により「顎義歯な

カスタムメイド・チタンメッシュトレー，AO プレー

くして顎外科なし」の概念が提唱され，中村平蔵・東京

トおよび自家腸骨海綿骨細片による下顎骨再建を行うこ

医科歯科大学名誉教授（1894 〜 1980 年）にて，広く口

ともあるが，本方法ではある程度の侵襲は避けられない．

腔外科医に教育された．

上顎切除術における顎補綴の重要性は早くから認識さ

無菌法が不完全で抗菌薬の出現以前では，戦傷による

れてはいた13）．1930 年代には Picher に代表される即時

粉砕（欠損）下顎骨折，腫瘍切除後の下顎再建などの条

義 歯 派（ウ イ ー ン 学 派 ） と Schröder，Axhausen や

件の悪い場での骨移植をいかに行うべきかが問題であっ

Wassmund に 代 表 さ れ る 創 傷 の 安 定 後 の 義 歯 装 着 派

た20）．下顎の咬合再建は困難も点が多く，さらに下顎の

（ベルリン学派）との意見の相違があった．後者は創傷

形態は顔面のカウンターの形成に重要である．
このため，下顎再建が試みられたが，組織内に骨を移
植することは，自家，同種あるいは異種で行われたが，

の安定までヨードホルム・ガーゼをセルロイド床で固定
し，徐々にガーゼ交換時にセルロイド床にモデリングコ
ンパウンドを盛る方法であった23，25，28）．

一部の二次骨移植の報告を除いて良好な成績は得られな

著者は比較的大きな上顎部分切除術に植皮を併用する

か っ た20，21）． そ こ で 1928（昭 和 3） 年 に Axhausen に

ため，即時義歯の外側に抗菌剤含有軟膏ガーゼを挿入す

よって発表されたのが，予備移植であった．すなわち，

るか，タイオーバーガーゼ交換時に義歯にソフトレジン

あらかじめ骨移植の必要な部位の近傍に骨移植を行い，

を盛って調整している．

8 週間後に病巣切除と有茎性の骨移植を行うものであ

軟口蓋切除術後の再建にはさまざまな困難があり，皮

り，本邦でも昭和 6（1931）年から昭和 40 年代まで行

弁が大き過ぎると気道を閉塞する．一方で小さければ鼻

われた21）．下顎への骨移植の成績が安定するのは，第二

咽腔閉鎖不全が生じ，スピーチエイドを用いることにな

次世界大戦中から戦後の欧米であり，この間のわが国で

る．著者は言語のためにはむしろ後者が調節しやすいと

は有茎骨移植を使用することが多く，さらに有茎骨移植

考えているが，長期の経過観察による成績の蓄積が必要

は予備移植とされることが多かった ．現在，下顎欠損

であると考えている．

21）

に対して使用頻度の高い血管柄付き腓骨皮弁や肩甲骨皮
弁はある意味で理想的治療といえるが，手術侵襲が大き
いことが欠点である．
もう一方の方法は口腔内に露出した形で金属副子やゴ
ム性義顎を使用する方法であるが，現在は使用されな
い

軟口蓋を皮弁再建するも運動性のない場合には，パラ
タルリフトを用いる．
両装置ともに無歯顎となった際の安定性に問題があ
り，将来的にはデンタルインプラントに支持が必要であ
ると考えられる．

．昭和 6（1931）年には，エナメル上皮腫に対す

舌接触補助床は舌・下顎切除後や皮弁の萎縮に対して

る下顎切除例に Pichler の切除義歯が中村によって使用

用いている．経時的な皮弁の萎縮に対して用いているの

22，23）

されている24）．
他 の 方 法 と して， 残 存 した 歯 列 を 利 用 する の が，

みならず，高齢者では低侵襲手術の小さな軟組織移植と
の当初からの併用も選択枝として考慮されるべきである．

Sauer 斜面板，Pichler の滑面板または Schröder の滑走

上顎顎義歯において，初回の顎義歯製作から可能な限

副木が使用された22，23，25，26）．著者は低侵襲手術と補綴の

り，パラトグラムにて口蓋形態を整えることが望ましい．

組合せとして，胸鎖乳突筋皮弁と咬合滑面板を併用して

著者は高齢者の口腔癌治療に対して，安全域の確保に

いる．瘢痕拘縮が強固にならない前に咬合滑面板にて咬

は妥協せず，「顎義歯なくして顎外科なし」の概念にて

合位を整復することは，以後の咬合再建を容易にする．

低侵襲治療と顎補綴を積極的に併用して良好な結果を得

本来，下顎再建用プレートは当初は義顎として使用さ

てきた．
「顎義歯のみならず全補綴物は口腔機能回復用
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の器具である」を再認識した．
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10）Bailey BJ, Ed：Surgery of the oral cavity, 1st Ed, Year
Book Medical Publishers Inc, Chicago, 1989.

語

D．結

本論文では，
「低侵襲手術と補綴の組合せで，口腔外
科と顎補綴は補完し合う」ことと，「顎義歯のみならず
全補綴物は口腔機能回復用の器具である」ことを再確認
した．
歯科技工士と歯科医師のさらなる連携の強化にて摂食
嚥下にさらに参入し，歯科技工学は摂食嚥下訓練にさら
に参入し，口腔リハビリテーション技工学を目指すべき
である．すなわち，「口腔リハビリテーション技工学」
構築の必要性を再確認する．
本稿は，（一社）日本歯科技工学会第 41 回学術大会（2019
年 11 月 2 日，金沢）において，大会長講演の発表内容に加
筆・修正したものである．
治療に御協力いただきました明海大学歯学部機能保存回復
学講座歯科補綴学分野勅使河原大輔助教・猪野照夫客員准教
授・大川周治教授に感謝します．
申告すべき利益相反を有しない．
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教育講演

知識で変わる歯のかたち
鶴見大学歯学部歯科技工研修科

伊原

A．はじめに

啓祐

歯科技工士の視点で天然歯模型を観察し，製作に必要な
歯の規則性を解説させていただく．また，本学における
天然歯形態の習得のための取り組みについても紹介する．

私たち歯科技工士は，天然歯の基本的特徴を歯の解剖
学の教科書から学んできた．教科書は先人の研究者が数

B．上顎第一大臼歯の観察

万本にわたる膨大な歯を分析してまとめたものであり，
記載されている天然歯の基本的特徴は信頼性の高い情報

上顎第一大臼歯を観察する．臼歯部を観察するにあた

である．しかし，教科書を熟読したとしても，天然歯形

り，着目したいのは「最大豊隆部」
，「咬頭頂の位置」
，

態を再現できるわけではない．これは教科書が歯の特徴

「固有咬合面における各咬頭の面積比」の 3 点である．

を明示するもので，天然歯形態を再現するためのポイン

特に各咬頭の面積比は固有咬合面内を分割した比率のた

トまでは示されてないからである．そこで教科書をもと

め，小窩や溝の位置がきわめて重要である．以下に，頰

に，歯科技工士からの視点で天然歯を観察してみると，

側面観，舌側面観，近遠心面観，咬合面観をそれぞれ観

それぞれの形態に規則性を見つけることができる．この

察し，特徴を示す．

規則性こそが天然歯形態を再現する際の重要なポイント
になる．また筆者は現在，卒後教育機関で臨床技工や歯

1．頰側面観

型彫刻の教育に携わっており，指導する教員と学生がそ

頰側面観から観察すると最大豊隆部は近遠心の接触点

の規則性を共有することで天然歯形態の理解が早まり，

付近であり，近心が咬合面寄り 1/3 ，遠心は歯冠の 1/2

短期間で効率よく上達することができると考えている．

といわれている1，2）．頰側面溝は歯冠の 1/2 のところで

実際に本学の研修生は技工歴が 1，2 年間であるにもか

消失するか浅い頰側面小窩で終わり，その下方には歯帯

かわらず，技工コンテストの有資格者の部において多数

（頰側面歯頸隆線）がある1〜3）．また，最も狭窄する部位

の入賞を果たしている．これは，天然歯形態の規則性を

は歯頸線より根尖側寄りであることが確認できる．この

理解し，歯型彫刻に活かせた結果であると考えている．

最狭窄部位は臨床では再現しにくいが，歯型彫刻では再

そこで本稿では，歯の解剖学の研究者視点ではなく，

現してよい（図 1）
．
2．近・遠心面観
隣接面から観察すると，頰側の最大豊隆部は歯帯が存
在する歯頸部 1/3 付近にある．歯帯の存在により頰側面

図 1 上顎第一大臼歯 頰側面観の特徴と研修生作品との
比較

図2

近・遠心面観の特徴
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図3

図4

舌側面観の特徴

咬合面観の特徴（面積比）

第 41 巻第 1 号 2020

図 5 咬合面観の特徴（咬頭頂間の
距離）

図6

図7

咬合面観の特徴（溝の形態）

咬合面観の特徴（頰側咬頭頂
を結ぶ線と中心小窩から頰側

図8

咬合面観の特徴（小窩を結ぶ
直線の関係性）

へ向かう溝が交差してできた
角度 A の特徴）

溝が終わる歯冠 1/2 あたりを横走溝が走行し，隣接面や

溝の位置は注意深く観察する必要がある．

舌側を通り，歯冠を 1 周することもある．辺縁隆線は近

藤田4）は「咬合面はほぼひし形をしていて，ひし形の

心と遠心では異なる弧を描き，近心の緩やかな弧に対し

頂点は各咬頭の頂点に相当する」と述べている．すなわ

遠心は湾曲したものとなる （図 2）．

ち，各咬頭をそれぞれ結んだ直線は平行に近い関係にあ

1）

り，向かい合う咬頭頂間の距離は等しくなる（図 5）
．
溝の形態はいびつな H 字形とされており，H 字形は

3．舌側面観
舌側の近遠心部には球体のような張りのある凸面形態

図 6 の実線と点線から読み取れる1，3，4）．また，H 字とい

が確認できる．舌側面溝は近遠心幅径の遠心 2/5 より始

うこともあり，中心小窩から頰側へ向かう溝と遠心舌側

まり，歯冠の中央または歯頸部 1/2 から 1/3 付近に終わ

小窩から舌側に向かう溝は平行であることが多い（図

る1）．この溝は頰側面溝より深く顕著である．また，舌

6）
．

側面溝と近心舌側の隅角付近の斜面は平行な曲線を描

外形と溝の関係を観察すると，頰側咬頭頂を結ぶ線と

き，舌側からでも近心面の一部を確認することができる

中心小窩から頰側へ向かう溝が交差してできた角度
（ A ）は 90 °より小さい鋭角となる（図 7）．これは各咬

（図 3）．

頭の面積比を保つ重要なポイントであると考えている．
4．咬合面観

上顎第一大臼歯の固有咬合面には，正方形に近いものか

各咬頭の面積は近心舌側咬頭がもっとも大きく，次に

らひし形に近いものまでさまざまである．しかし，前述

近心頰側咬頭，遠心頰側咬頭がほぼ同じ大きさで，遠心

の角度（ A ）を維持すればどのような形態の固有咬合面

舌側咬頭がもっとも小さいとされている

であっても前述の面積比を維持することができる．

（図 4）
．こ

1，3，4）

の面積比を崩さないことが重要であり，固有咬合面の形

また，近心小窩，中心小窩，遠心舌側小窩を結ぶと

態に影響を与える咬頭頂の位置や面積を分割する小窩，

『への字』となり，遠心部が近心部のおよそ 2 倍となっ
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臨床技工の現場で活躍できる人材の育成を目指してい
る．そのため，実習時間の多くは臨床技工に費やされ，
歯型彫刻実習の時間は全体のわずか 5 ％程度である．そ
のような環境にもかかわらず，歯型彫刻コンテストの有
資格者の部での入賞を果たすことができている．これ
は，天然歯の形態を理解させることに注力した教育の効
果であると考えている．以下にその取り組みを紹介する．
①天然歯形態を理解するため 1 カ月に 1 歯種のペースで
天然歯の規則性の講義を行う．
②日々の臨床技工でクラウン等のワックスアップや形態
修正の際に，天然歯模型を観察できるように準備して
図 9 咬合面観の特徴（中心窩の位置）と研修生作品と
の比較

作業を行う．
③ 1 カ月に 1 度，講義を行った部位のカービング大会を
学内で行う．
④カービング大会参加者が他の作品に投票し，得票数で
入賞作品を選出する．
⑤作品を大型モニターに映し出し講評を行い，研修生視

ている（図 8）．
以上の規則性を順守したうえで，中心小窩の位置を観

点のよい作品と筆者視点のよい作品への認識のズレを

察してみる．中心小窩という名称への先入観から固有咬

補正する5）．また，作品の改善点を共有し，日々の臨

合面の中心にあると思われがちであるが，中心よりやや

床技工に反映させる．

近 心 頰 側寄 り に 位 置 し てい る こ と が 確 認で き る（図

以上のことを年間を通して行っている（図 10）
．ま

9）．言い換えればこの位置になければ，前述の規則を守

た，他の教員によるワックスアップや形態修正のチェッ

ることができない．

クの際にも前述の規則性を基に指導している．教員と研

C．歯型彫刻の目的

修生が規則性を共有することで天然歯への理解が深ま
り，短期間で効率のよい習得につながっていると考えて
いる．

歯型彫刻は「歯の形態を製作するためのトレーニン
グ」として考えられがちであるが，筆者は「目標とする

E．おわりに

形態を覚えること」に目的があると考えている．
「目標
とする形態を覚えること」を目的とするのであれば，見

筆者が初めて天然歯形態を模倣して歯型彫刻を行った

本模型を観察している時間が長ければ長いほど，その形

のは，歯科技工士免許を取得後の卒後研修機関であっ

態の理解度は高まるといえる．ふだん何気なく行ってい

た．それまでは，天然歯模型をあまり見たこともなく，

る見本模型を観察しながらの歯型彫刻は，自然と見本模

天然歯の特徴を簡素化した見本をもとに歯型彫刻やワッ

型の観察時間が増し，「目標とする形態を覚えること」

クスアップを行ってきた．免許取得後の臨床現場で初め

につながっている．職場に勤務すると日々忙しく，歯型

て天然歯形態を目標に補綴装置を製作したのは，筆者だ

彫刻の練習を行う時間がないとよく耳にする．しかし，

けではないと推測する．しかし，天然歯形態の規則性を

ワックスアップや形態修正の作業中に天然歯模型を用意

知っていれば，何気なく見ている臨床の模型もこれまで

して確認を行ったり，時間があるときに観察するだけで

とは異なる視点で観察が可能となる．その結果，天然歯

も天然歯形態の理解度が高まる．さらに，ただ観察する

形態の理解度が増し，補綴装置の形態に反映できる．こ

だけでなく，本稿の天然歯の規則性を意識したうえで観

れが表題の「知識で変わる歯のかたち」であり，効率的

察するとより効果的である．

な上達法だと考えている．

D．本学における天然歯形態習得への取り組み

本稿が若手歯科技工士の技術向上に役立つだけではな
く，職場や教育機関などの人材育成に携わる方々の参考
になれば幸いである．

筆者の勤務する鶴見大学歯学部歯科技工研修科は，歯

なお，本稿は「知識で変わる歯のかたち−天然歯形態

科技工士免許取得者を対象とした 1 年間（さらにもう 1

再現の要点−第 1 回 上顎第一大臼歯の規則性，QDT 42

年間研修する上級課程もある）の卒後研修機関であり，

6）
（1）
：152-162，2017．」
に加筆したものである．
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シンポジウムⅠ

保険診療の新技術に対する歯科技工学からの対応

下顎全部床義歯の間接法軟質裏装
株式会社ニッシン

外田

A．はじめに

智

に一人が 65 歳以上の高齢者になると予想されている．
また，平成 28 年度歯科疾患実態調査概要では，30 歳半
ばごろから義歯装着が始まり，65 歳以上の高齢者の義

平成 28 年度診療報酬改定では，有床義歯内面適合法

歯装着率は部分床義歯で 31.0〜46.3％，全部床義歯で

についてシリコン系義歯床用軟質裏装（リライン）材に

8.9〜46.3％と加齢とともに増加し，依然高い装着率を維

加え，アクリル系義歯床用裏装（リライン）材が加えら

持している（図 2）．今後しばらくの間，義歯装着者数

れた．その背景として，超高齢社会において，義歯装着

が増加すると考えられる．

者の増加に加え，口腔環境の変化により硬質裏装（リラ

一方，加齢とともに健康な状態から，
「加齢による心

イン）では緩和できない難症例の増加に伴い，義歯の疼

身の虚弱」いわゆる「フレイル」を発症し，要介護に至

痛に対して耐久性，義歯との接着性や緩圧効果の高い軟

るといわれている．超高齢社会ではフレイル対策が重要

質裏装（リライン）が行える点である．シリコン系は耐

な課題となっている．特に栄養（食と口腔機能）の視点

久性に富み，弾性的であり，アクリル系はむしろ粘弾性

は最も重要とされている．平成 25 年度厚生労働省老人

的である．症例により使い分ければさら効果が期待でき

保健健康増進等事業「食（栄養）および口腔機能に着目

るとの報告もある．

した加齢症候群の概念の確立と介護予防（虚弱化予防）

そのような症例に適用する粘弾性的特徴をもった，ア

から要介護状態に至る口腔ケアの包括的対策の構築に関

クリル系軟質裏装（リライン）材「フィジオソフトリ

する研究」で設置されたワーキンググループで，オーラ

ベース」（ニッシン社）が，特定保険医療材料に保険収

ルフレイルの概念が提唱された．オーラルフレイルは第

載された（図 1）．

1 段階：社会性／心のフレイル期，第 2 段階：栄養面の

B．フレイル，認知症対策

フレイル期，第 3 段階：身体面のフレイル期，第 4 段
階：重度フレイル期の 4 つのフェーズで構成される（図
3）
．加齢により社会性の欠如や健康への関心が薄れ，歯

日本は世界一の超高齢社会となり，2036 年には 3 人

の喪失や義歯の不適合などが進む．これらの口のトラブ
ルが食欲低下を引き起こし，筋肉量が低下し咀嚼機能の
低下など口腔機能障害が現れ，低栄養状態に至る．これ
らの負のサイクルが第 2 段階から始まる．口から栄養を
取り，口腔環境を改善することが健康長寿を目指すフレ

図 1 保険適用されたアクリル系軟質裏装（リライン）材

図2

補綴物の装着の有無と各補綴物の装着者の割合

（厚生労働省：平成 28 年度歯科疾患実態調査概要，2017 より引用）
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図3
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栄養（食／歯科口腔）から見た虚弱フロー

（東京大学 高齢社会総合研究機構・飯島勝矢 作図）
（厚生労働科学研究費補助金（長寿科学総合研究事業），虚弱・サルコペニアモデ
ルを踏まえた高齢者食生活支援の枠組みと包括的介護予防プログラムの考案およ
び検証を目的とした調査研究，平成 26 年度報告書より引用）

図4

歯数・義歯使用と認知症発症との関係

（日本歯科医師会：社会保障制度改革国民会議提出資料（2013.3.27）より引用）

イル対策には重要である．
また，加齢とともに認知症も深刻な問題である．2012
年に日本歯科医師会から社会保障制度改革国民会議に提
出された資料では，
「歯数が多いほど，また義歯による

るためには，義歯の器質的口腔ケアなどの口腔清掃も重
要となっている．

C．軟質裏装（リライン）材の役割

機能回復をするほど認知症の発症が少ない」と報告がな
されており，義歯による口腔機能回復を図れば認知症発
症の抑制が図れるとされている（図 4）．

義歯には①咀嚼機能の回復，②発音機能の回復，③審
美（見た目の美しさ）の回復など 3 つの大きな役割があ

フレイル，認知症対策には，いつまでも口から食事が

る（表 1）
．特に，咀嚼機能の回復は，健康長寿のため

できる義歯が求められている．また，義歯を長く使用す

の，栄養摂取や筋肉（量）などに関連する筋機能維持に

下顎全部床義歯の間接法軟質裏装
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装（リライン）材が有効と考えられる．

は重要なものとなっている．
義歯床材料としては，アクリル系加熱重合レジンなど

D．軟質裏装（リライン）材の種類と取扱い方法

の硬質樹脂が広く使用されている．しかし，加齢による
著しい顎堤の吸収，床下粘膜の菲薄化，床下粘膜の非圧
縮性の低下，病変などにより疼痛が発症し，ますます咀

軟質裏装（リライン）の方法には，口腔内で行う直接

嚼できなくなる．疼痛部位へ接触や負担を軽減し，咀嚼

法と口腔外で行う間接法がある（表 2）
．直接法は，患

機能を回復するために，義歯の新調，ティッシュコン

者の義歯を預かる必要がなくチェアーサイドで簡便に行

ディショナー，軟質材料による裏装（リライン）などの

える（表 3）．しかしながら，軟質裏装（リライン）材

処置が行われている．また，義歯床下粘膜への負担軽減

に求められる本来の緩圧効果を十分に発揮させるため

として，外科的処置，リリーフ，外形調整，軟質材料の

に，均一な厚みの確保が必要となる．通常，約 1〜2mm

使用も行われている．機能低下した患者には，機能低下

程度の均一な厚みが必要といわれている．チェアーサイ

を考慮して義歯を作らないと決して受け入れられないと

ドにおいて診療中にその作業を行うことは難しく，粘膜

いわれている．

への

義歯の疼痛緩和や粘膜への負担圧の緩和には，軟質裏

あたり を避けるために削除量が多くなり，咬合

高径に変化をもたらすことがある．
しかし間接法は，少し手間がかかるものの，均一な厚
みが確保できるため，軟質裏装（リライン）材の緩圧効

表1

果を十分に発揮させることができる．また，一般的に直

義歯の役割と疼痛緩和

接法よりしっかりと硬化させることができるため，耐久

①咀しゃく機能の回復
義歯の役割

性が向上するといわれている．

②発音機能の回復
③審美性（見た目の美しさ）の回復
義歯疼痛

E．アクリル系軟質裏装（リライン）材の特徴

床下粘膜の痛み

原因

・著しい顎堤の吸収

・顎骨吸収による不

・床下粘膜の菲薄化
・床下粘膜の非圧縮性の低下

適合
・咬合力

軟質裏装（リライン）材を分類してみると，重合様式
から，間接法に適した「加熱重合型」と直接法に適した

・病変（骨吸収，褥瘡性潰瘍，

「常温重合型」に分かれる（図 5）．硬さの点から大きく

義歯性口内炎，フラビーガム，

分けると「硬質」と「軟質」に分かれる．さらに弾性的

義歯性線維症など）

特性からみると，
「剛性体」，
「弾性体」，
「粘弾性体」
，

・義歯の新調

「粘性体」に分けられる．その特性は，「剛性体」は，ア

・外科的処置

緩和

・ティッシュコンディショナー

・リリーフ
・軟質裏装材
（訪問診療に有効） ・外形を整える
・軟質材料の使用

表2

クリル系義歯床用レジンのように力を加えても変形しな
い．「弾性体」は，力を加えると変形し，力を抜くとす
ぐに元にもどるような特性を有し，シリコン系材料など

間接法のメリット

厚み

刺激

咬合高径の変化

耐久性

床との接着力

チュアーサイドの時間

義歯預かり

間接法

1 〜 2mm

低

小

長

強

短

要

直接法

一定しない

高

大

低

弱

長

否

（濱田泰三，村田比呂司，他：THE SOFT LINING 軟質リラインの本質，デンタルダイヤモンド社，2016 より改変）

表3

軟質裏装（リライン）材の粘弾性的性質と耐久性

アクリル系軟質裏装材
シリコーン系軟質裏装材
ティッシュコンディショナー

構造

緩圧効果

硬さ

耐久性

架橋

高

中

中

架橋

中

中

高

架橋していない

高

軟

低

（濱田泰三，村田比呂司，他：THE SOFT LINING 軟質リラインの本質，デンタルダイヤモ
ンド社，2016 より改変）
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図5

裏装（リライン）材の種類

図6

（濱田泰三，村田比呂司：デンチャーライニング―義歯裏装の臨床
と基礎の最前線―，デンタルダイヤモンド社，2001 より改変）
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粘弾性的な特徴

は，以下の通りである（図 8）
．
1．フラスコ埋没
歯科医院で機能印象された義歯を通法に従いフラスコ
埋没を行う．
（ポイント）
・印象面を正確に転写するため，超石膏による埋没が推
図7

アクリル系軟質裏装材による臨床への応用

（Murata H et.al.：Dynamic viscoelasticity of soft liners and
masticatory function, J Dent Res 81：123-128, 2002 より一部改変）

奨されている．
2．軟質裏装（リライン）材の厚みの確保
開輪後，ティシュコンディショナーを除去し，義歯床
内面を 1〜2mm 程度削除し，粗目のブラスト処理やペー

があげられる（図 6）
．「粘性体」は，力を加えると変形
し，力を抜いても元にもどらないような特性を有し，
ティシュコンディショナーなどがある．
今回保険導入されたアクリル系軟質裏装（リライン）
材は，力を加えると徐々に変形し，力を抜くと徐々に元
にもどる特性，つまり「弾性体」と「粘性体」の中間的

パーコーンを当てる．
（ポイント）
・軟質裏装（リライン）材の緩圧効果を十分に発揮させ
るために，厚みは十分に確保する．
・また，義歯床との接着性を高めるために，粗目でブラ
スト処理またはペーパーコーンで処理する．

な特性である．
「粘弾性体」を有する軟質裏装（リライ
ン）用レジンの特徴は，緩圧効果が高い点である．粘弾

3．粉液の計量，混和

性レジンの負担圧は，シリコン系材料とティッシュコン

まず付属のスポイトで液 1mL を混和容器に入れ，付

ディショナーの中間的な数値を示している．しかし，最

属の粉計量容器で 1 目盛計量し混和容器に入れる．製品

大咬合力は，一番高い値を示している（図 7）．

は粒子が細かな混和タイプであるためスパチュラ等で軽

つまり，アクリル系軟質裏装（リライン）材は，硬
さ，耐久性は中程度であるが，粘弾性体であるため緩圧

く馴染ませる．
（ポイント）

効果に優れており，粘膜・咬合圧の分散効果により咬合

・混ぜ過ぎは，気泡を巻き込む原因となる．

力が向上し，咀嚼効率の向上が期待ができる．また，組

・混合物から液の揮発防止のため，混和容器に密栓をす

成がアクリル系義歯床用レジンと同質である点や加熱重
合型であるため，義歯床との接着性や耐久性が期待でき

る．
・モチ状化時間の目安は 20 分程度で，可使時間は 10 分

る．

程度と長い（20〜23℃）．

F．アクリル系軟質裏装（リライン）材による
臨床への応用

4．表面処理材（サーフェスライナー）の塗布
2．で義歯床内面を削除した後，義歯床との接着性を
高めるために付属の表面処理材を新生面に 1 回塗布し，

アクリル系軟質裏装（リライン）材によるフラスク埋
没法による裏装（リライン）手順とポイントとなる点

乾燥させる．塗布後 10 分以内に，レジンの塡入操作を
行う．

下顎全部床義歯の間接法軟質裏装

図8
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アクリル系軟質裏装材による臨床への応用

（ポイント）
・塗り過ぎによる乾燥不足や塗布後長時間を放置すると

め，試圧しすぎないように注意する．
・金属床の場合には，接着性を高めるために，金属床用

接着力が低下するため，注意が必要である．

プライマーを使用する．

5．塡入

6．加熱重合

モチ状レジンは比較的軟らかいため，深い凹部分が充
塡不足にならないように丁寧に充塡する．空洞部分が気
になる場合には，メスやインスツルメントで切り込みを
入れた後に試圧を行う．
（ポイント）
・試圧しすぎると重合収縮により気泡の原因となるた

アクリル系義歯床用レジンの重合スケジュールに従
い，重合する．
（ポイント）
・70℃で 30 分以上係留後，60 分煮沸が推奨されている．
・急速な加熱は気泡発生の原因となる．

日歯技工誌
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使用中の剥離が起きないように，下記の点に注意する
必要がある．
・床の延長，咬合圧等で可動する箇所の使用は避ける．
・接着強度を確保するため，義歯内面の処理には粗目の
ブラストやペーパーコーンで処理を行い，表面処理材
塗布後 10 分以内に塡入作業を行う．
・試圧をしすぎない．
・気泡による接着界面の剥離を避けるために，発泡剤の
多い義歯洗浄剤の使用は避ける．
図 9 アクリル系軟質裏装
（リライン）
材の温度による硬度変化

3．長期間使用するために
アクリル系軟質裏装（リライン）材は，歯石の形成や
口腔内の pH，投薬等，清掃状況，可塑剤の溶出などの

7．研磨

影響により，経時的に徐々に硬くなる．硬化が進む速さ

軟質材料のため，バリをカッターあるいは目の粗めの

は条件により異なるため，こまめなお手入れにより経時

バー等で除去する．辺縁部の形態修正は大き目のシリ

的な硬化を抑制することができる．また，洗浄時には，

コーンポイントで除去する．

低めの温度で行う．

（ポイント）

高アルカリ性の義歯洗浄剤や硬い義歯ブラシの使用

・軟質材料であるため，軟毛ブラシで光沢が出る．

は，裏装（リライン）材や義歯床の劣化を促進させるた
め，避けることが望ましい．

8．最終調整
通法通り，咬合調整を行う．

I．まとめ

G．アクリル系軟質裏装（リライン）材の手入れ

アクリル系軟質裏装（リライン）材が保険適用された

義歯に歯石や汚れがこびりつくと除去しにくくなるた

が広がった．また，加齢や義歯疼痛による咀嚼機能低下

め，日常から手入れすることにより長期間使用すること

を改善することにより，フレイル対策や認知症対策にも

ができる．また，感染予防や誤嚥性肺炎などの予防から

つながると考えられる．アクリル系軟質裏装（リライ

ことにより，義歯疼痛で悩む患者の疼痛緩和の処置の幅

も義歯の清掃は重要である．
義歯を清掃する際には，高アルカリ性洗浄剤や煮沸洗
浄は行わず，中性から酸性の義歯洗浄剤で超音波洗浄を

ン）の特性や取扱いについて理解いただき，今後の臨床
の中で，患者が満足され，歯科医師・技工士の先生方も
みんなハッピーになることを願っている．

併用すると効果的である．

H．その他
1．温度依存性
アクリル系軟質裏装（リライン）材は，シリコン系裏
装（リライン）材と異なり，温度依存性がある．口腔内
では，適切な粘弾性を発揮するように設計されている
（図 9）．低温では硬く感じることがあるので，口腔内装
着時には，ぬるま湯等で加温し，装着する．
2．剥離
剥離の原因には，下記のようなことが考えられる．
・可動部位への使用
・接着強度不足
・メンテナンスの不良 など
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シンポジウムⅠ

保険診療の新技術に対する歯科技工学からの対応

ファイバーを用いた高強度コンポジットレジンブリッジ
日本歯科大学附属病院歯科技工室

橘

弘之

A．はじめに

料

B．材

従来，歯科用金属によりその強度を確保してきた歯科

ここで使われる高強度硬質レジンは基本的には脆性材

補綴装置において，コンポジットレジンおよび既製ファ

料であるため，ブリッジに応用する際にはポンティック

イバーポストによる修復が広範に用いられるようになっ

側に生じる引張応力を負担するフレームが不可欠とな

てきている．これらの技術・材料は登場より徐々に適用

る．咬合による応力のかかるブリッジ連結部に，従来の

範囲を広げてきており，漸次保険診療に導入されること

歯科用金属の補強構造体に代えて，支台フレーム用ファ

で（平 成 26 年 4 月 CAD/CAM 冠， 平 成 28 年 1 月 フ ァ

イバーと，ブリッジフレーム用ファイバーを用いてフ

イバーポストコア），より広範に用いられるようになっ

レーム構造を製作し，その上に高強度硬質レジンを築盛

てきた．

することで，メタルフリーの歯冠修復を実現するもので

もちろんこれは，材料の開発・発展によってコンポ

ある（図 1）
．

ジットレジンの機械的性質が向上し，光の透過性や生体

これらのグラスファイバーは未重合のマトリックスレ

親和性に優れ，天然歯に近似した色調を有するなどの利

ジンによって収束しているもので，形成中の光重合によ

点を有するようになったことによるものである．対し

り賦形が容易にできるようになっている．また，使用さ

て，歯科用合金の素材である金やパラジウムなどは，貴

れているファイバーは無色透明である．

金属相場の影響を受け価格が安定しないことや，金属イ

現在のところ公的医療保険に対応する製品は，
「エク

オンの溶出によって生じる金属アレルギーの原因となり

スペリア」
（ジーシー）のみである．
「エクスペリア 2

うる点が問題となっている．

シリンジーキット」には，クラウン用シート状ファイ

平成 30 年度 4 月の診療報酬改定により高強度硬質レ

バーの「ファイバーネット」
，ブリッジフレーム用棒状

ジンブリッジが新たに保険収載された．これは平成 24

ファイバーの「ファイバーＣ＆Ｂ」
，高強度硬質レジン

年に先進医療（技術名：金属代替材料としてグラスファ

ペーストの「ボディ」2 本が含まれておりシェードは

イバーで補強された高強度のコンポジットレジンを用い

A3 のみとなる．またトレーサビリティシールが 3 組同

た 3 ユニットブリッジ治療）に導入された技術が公的医

梱されている．ファイバーネットは 5 × 6cm の大きさ

療保険の対象に移ったものである．

で，グラスファイバーが平織りに織られており，ファイ

①

②

③

図 1 高強度硬質レジンブリッジに使用するファイバー
①ファイバーネットとファイバー C&B ②平織のファイバーネット ③棒状のファイバー C&B

ファイバーを用いた高強度コンポジットレジンブリッジ

図2
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3 点曲げ試験の模式図

バーＣ＆Ｂは直径 1.5mm 長さ 12cm の棒状（ロービン

異方性材料であるグラスファイバーによるフレーム構

グ）のファイバーである．その他材料として，A3「オ

造を成功させるには，ファイバーのもつ性質を正しく理

ペーク」および「フロー（デンチン）」はキットとは別

解し，適切な設計をもとにフレーム製作を行わなくては

売となっており，製作にあたって他にモデリングリキッ

ならない．

ド（ディアーナ モデリングリキッド）や最終光重合時
のエアーバリヤー材（グラディア

D．各グラスファイバーの使用方法

エアーバリヤー材）

などが必要となる．

C．グラスファイバーとは

高強度コンポジットレジンブリッジの製作の特徴とし
ては，歯型上にシート状ファイバーのファイバーネット
を圧接して支台フレームを製作し，その上にファイバー

グラスファイバーの基材となるガラスは，板状の場合

Ｃ＆Ｂ（棒状）で支台どうしを連結するよう賦形し硬化

だと脆くて弱いが，融解ガラスを高速で牽引し，数μm

させたものを一体化させて，ブリッジのフレームを製作

（マイクロメートル）〜十数μm の細い繊維状に加工す

することにある．

ることにより，強度を向上させることができる．なぜな

直角に平織りに編まれたシート状のファイバーネット

らば，ガラスのような脆性材料は細かな傷が破壊につな

の特徴は、繊維方向への引張には大きな強度を発揮する

がる性質をもつが，ガラスを小さくしたり細くしたりす

が、繊維方向と異なる力が加わった場合にはグラスファ

ることで亀裂の影響を小さくし，単位断面積当たりの強

イバーは抵抗力を示すことができない．その角度は直行

度を向上させることができるからである．またグラス

する縦糸横糸に対して 45°の時に最大の伸縮を示す．そ

ファイバーは，金属と比較すると比重はアルミニウムの

の「死角」を減らすために，もう 1 枚のファイバーネッ

1/2，引っ張り強さはコバルトクロム合金と同程度と大

トを最初のファイバーネットとは約 45°ずらして重ね合

きいため ，軽量で高強度の材料として一般的に船体や

わせて使用する．

1）

釣竿・棒高跳びのポールなどに複合材料として広く用い

また，棒状ファイバーのファイバーＣ＆Ｂの使用に関

られている．歯科では，自費診療で使用されるハイブ

して，効果を発揮させるには，3 点曲げ試験においてど

リッド型レジンブリッジの材料やポスト用ファイバー，

のような応力が発現するかを考えると，試料には，上部

リボン状の汎用補強材料などとして使用されてきた2，3）．

に圧縮応力，下部には引張応力が発生する．高強度硬質

高強度硬質レジンブリッジにおいて必要不可欠となる

レジンは基本的には脆性材料であるため引張応力に注目

ファイバーによるフレーム構造の有効性は，5 年にわた

しなければならない．ファイバーによる補強効果の本質

る先進医療適応期間中に確認されているが，これまでの

は引張応力に対する抵抗なので，引張応力が発現する試

補綴装置の製作法とは異なるものが求められる．

験片基底面にファイバーが設置されファイバーの繊維方

これはこのフレーム構造の核心的材料であるグラス

向と一致しなければならない．また咬合力に対して効果

ファイバーが「異方性材料」であるという点に起因する

的に抵抗させるには，ファイバー C&B とファイバー

ものである．グラスファイバーを利用した繊維複合材料

ネットの連結部を可及的に長く設定するために，支台歯

などは，繊維の長手方向に引っ張った場合と横方向に

の最大近遠心部まで達するよう設定する必要がある（図

引っ張った場合では，伸びも強さも全く異なる性質をも

2）
．

つ．対して金属などは典型的な「等方性材料」であり，
いろいろな性質がどの方向でも均一である．

また，支台歯形成は基本的にはオールセラミッククラ
ウンの支台歯形成と同様で，咬合面は 1.5 〜 2mm 削除
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

図3

し，軸面は 1 〜 1.5mm，マージン部は 1mm 以上削除す
る．軸面のテーパーは 6°
から 10°
の範囲におさめ，辺縁
部の形態はディープシャンファーかラウンデッドショル

技工ステップ

必要となる．またブリッジフレームの厚みは咬合面
クリアランスに対して最低 1/2 程度必要である。
2）支台フレームとブリッジフレームの連結

ダーとし，全体をまるくなだらかな形態とする．可能な

重合収縮によるブリッジの変形を考慮し，支台フ

らばさらにファイバー C&B のためのクリアランスを咬

レームとブリッジフレームの連結は、片方ずつ行う．

合面に確保する．グルーブやホールなど補助的保持形態
は，ファイバーの圧接が確実にできないため付与しな

3）高強度コンポジットレジンの築盛，重合，形態修
正，研磨
（1）
高強度コンポジットレジンを歯冠部およびポン

い ．
4）

E．技工操作

ティック部に築盛後，エアーバリヤー材を併用
した，光および加熱にて最終重合させる（図 3
⑦）
．

従来のレジンジャケットクラウンと同様に作業模型上
で製作する．
1）支台フレーム・ブリッジフレームの製作
（1）
支台歯の大きさを計測し，適した形状にファイ
バーネットを裁断する（図 3 ①）．

（2）
形態修正，研磨を行い，ブリッジを完成させる
（図 3 ⑧）
．
ファイバーブリッジを製作するにあたり，ファイバー
の位置の設定や，ファイバーのポンティック底部への圧
接にはある程度の経験が必要だと考えるが，高強度コン

（2）1 支台歯について 2 枚のファイバーネットを約

ポジットレジンは単色のペーストで歯冠形態を製作する

45°
程度ずらし重ね，歯型に圧接・光重合を行う

ので，築盛の際に層構造を意識することがない．フレー

（図 3 ②〜④）
．

ム製作に慣れてくれば，ワックスアップ，埋没，鋳造と

（3）ファイバーネットを支台歯から取り出し，マー

いった工程がないため，保険治療において主流であるメ

ジン部より約 0.5 〜 1mm 程度短くなるように調

タルブリッジに比べ短時間に製作できるようになると思

整する．

われる．

（4）作業用模型上でメインフレームの位置と長さを
計測し決定する（図 3 ⑤）
．

F．その他発表事項

（5）
ファイバー C&B を決定した長さに裁断し，歯
型に圧接・光重合する（図 3 ⑥）．
（6）ブリッジフレームはできるだけブリッジポン
ティックの底部に位置するように設定する．

1．技工操作のヒント
a．支台フレーム材の圧接法
先進医療の最も初期には，圧接用のクリアーモールド

注：支台フレームとブリッジフレームはそれぞれと

の中央に，2 枚のファイバーネットを約 45 °ずらして設

前装材料を一体化させる必要があるので，技工操作

置し，支台歯全体がファイバーネットに包まれ，シリコ

中の接着阻害因子のコントロールには十分な配慮が

ンモールドにより密着した状態になるよう徐々に強く加

ファイバーを用いた高強度コンポジットレジンブリッジ

①

②
図4

図5
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③

④

ファイバーネットの圧接

各種硬質レジンのビッカース硬さ

①

②

③

④

図6

高強度硬質レジンブリッジの術前および術後経過
①初診時 ②セット時 ③ 6 ヵ月後 ④ 6 年後

（臨床写真提供：日本歯科大学 生命歯学部 歯科補綴学第Ⅱ講座
五味治徳教授）

圧していく．ハンディタイプの光照射器により，方向を

クをごく薄く塗布することで防止することができる．金

変えながら仮重合を行う．そのあと技工用の光重合器に

属色を遮蔽する場合のように厚くするとかえってその部

より規定の時間，本重合を行う．想定しない部分でファ

分がはっきりと目立つことになるので，ボディペースト

イバーネットが重なりあうことで，コーピングに厚みが

の明度と合わせる程度にする．またメタルコアが支台に

出てしまい上に築盛するボディに十分な厚みが取れない

使われている場合は，ファイバーネットにオペークを塗

ことがあり，支台への密着度もなかなか満足のいくもの

布し金属色を遮蔽する必要がある．

ではなかった（図 4 ①〜③）
．

c．研磨に関して

そこで以下のようなファイバー圧接法にて技工を行っ

図 5 は各種硬質レジンのビッカース硬さを表してい

ている．ファイバーネットを支台歯軸面で重ね合わせ，

る．ABC は保険対応硬質レジン，D 〜 I は CAD/CAM

円柱状のシリコンブロックを使用してフラスコプレスを

ブロック，JKL はハイブリッド系レジンであり，高強度

用いマージン部分までしっかりファイバーネットが密着

硬質レジンは CAD/CAM ブロックと同等の硬さである

するまで加圧する（図 4 ④）．全周からまんべんなく光

ことから，研磨には通常のアルミナ系の研磨剤を用いる

照射して重合しした後，2 枚目のファイバーを約 45 °ず

ことである程度の光沢を与えることができるが，より滑

らして支台歯に乗せて重ね合わせ，同様に重合する．

沢な面を得るには各社から発売されているダイヤモンド

ファイバーネット自体の厚みは約 0.06mm だが重なり合

配合の研磨材を用いることが必要となる．

う部分をコントロールすることで，均一なフレームを製
作することができた．
b．オペークレジンの使用

2．臨床例
臨床での装着時と，装着後半年および装着後 6 年経過

ファイバーの上にボディレジンを築盛するスペースが

した口腔内である．プラークの付着が見られたため口腔

少ない場合には，内部のファイバーが透過して暗くなっ

内で研磨が行われたがチッピング等は見られなかった．

てしまう部分が出ることがある．これを防ぐにはオペー

また若干光沢の減少が観察された（図 6）．
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G．おわりに
高強度硬質レジンブリッジの成功のために，技工士の
対応としては，
1．ファイバーという材料のもつ特性を知る．
2．ファイバーの技工操作に習熟する．
という 2 点に尽きると考える．
本稿の内容一部は一般社団法人日本歯科技工学会第 41 回
学術大会シンポジウムにおいて報告した．本稿に関連し，開
示すべき利益相反（ IOC ）関係にある企業等はない．
また，日本歯科大学附属病院学会発表等倫理審査承認番

号：NDUH-RINRI2019-31G である．

文

献

1）新谷明一：ファイバー補強の臨床・技工における材料
選択基準と技工操作，歯科技工 35（10）〜 38（11）
：

2）関口博一：張り付け型ファイバーフレームによるメタ
ルフリーレストレーションの実際 Part1, 歯科技工 31

（2）
：191-202，2003.
3）関口博一：張り付け型ファイバーフレームによるメタ
ルフリーレストレーションの実際 Part2, 歯科技工 31
（3）
：321-334，2003.

4）新谷明一：保険収載の礎となったグラスファイバーと
補強高強度コンポジットレジンブリッジの臨床指針，
歯界展望 131（4）
：650-663，2018．
参考資料：公益社団法人日本補綴歯科学会
「高強度コンポジット（硬質）レジンブリッジの診療指針」
（ PDF フ ァ イ ル ）http://www.hotetsu.com/files/files_248.pdf
（2019 年 12 月 1 日アクセス）
「保険導入された高強度コンポジットレジンブリッジ（高強
度硬質レジンブリッジ）
」
（PDF ファイル）http://www.hotetsu.
com/files/files_243.pdf（2019 年 12 月 1 日アクセス）
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シンポジウムⅡ

歯科技工教育大綱化の現状と今後の展開

基礎分野「科学的思考の基盤」
日本歯科大学東京短期大学

大島

A．はじめに

克郎

B．歯科技工士教育と基礎分野
「科学的思考の基盤」

近年のわが国の歯科保健医療を取り巻く環境は，歯科

歯科技工士教育の基礎分野は，従前では「外国語」に

保健水準の向上や歯科医療技術の急速な進歩など，大き

30 時間，
「造形美術概論」に 15 時間の基準時間を設定

な変革の時を迎えている．こうした状況のなか，医療・

していたが，単位制に移行したことにより，
「科学的思

介護サービスを充実させるための制度改革の一環とし

考の基盤」と「人間と生活」の 2 領域で合せて 5 単位以

て，2014（平成 26）年 6 月に歯科技工士法などが改正

上を履修することになった（表 1）
．1 単位は，大学設置

され，2015（平成 27）年度から歯科技工士国家試験が

基準において，45 時間の学修を必要とする内容をもっ

全国統一化された．その後，2017（平成 29）年 11 月に

て構成する旨を規定しており，このうち授業時間は，講

は，歯科技工士学校養成所指定規則（以下，
「指定規則」

義・演習は 15 〜 30 時間の範囲，実験・実習・実技は

とする）が改正され，教育カリキュラムが時間制から単

30 〜 45 時間の範囲としている．教育の具体的な目標に

位制になり，いわゆる教育内容の大綱化が導入された．

1）
ついては，「歯科技工士養成所指導ガイドライン」
に示

この省令改正は，2018（平成 30）年 4 月から施行され

されており，たとえば基礎分野では，
「医療従事者とし

たところである．

て必要な科学的・論理的思考力を育て，人間性を磨き，

歯科技工士教育において，科目区分による時間制を廃

自由で主体的な判断と行動を培う．加工技術の基礎とな

止し，単位制に移行したことによる大きな特徴として，

る知識を習得する．国際化及び情報化社会に対応しうる

カリキュラム編成の裁量権が各学校養成所に委ねられた

能力を習得する．
」と定めている．各養成機関では，こ

ことがあげられる．すなわち，歯科技工士として必要な

れらの教育目標に基づき講義科目を設定することとして

知識や技術について，各学校養成所において独自性を発

いる．

揮した教育内容の編成に取り組むことが可能になったと
いえる．
現在わが国では，急速な高齢化の進展や国民意識の変

なお，科学的思考の基盤と人間と生活とが，それぞれ
どのような講義科目を想定しているかということについ
ては，1996（平成 8）年に看護師教育が単位制に移行し

化など，大きな環境変化に直面しており，医療提供体制

たときの状況が参考となる．この制度改正にあたり種々

全般について，国民のニーズに沿った新たな展開が今ま

の議論をまとめた「看護職員の養成に関するカリキュラ

で以上に求められている．こうした状況において，歯科

2）
ム等改善検討会中間報告」
によれば，科学的思考の基

技工士をはじめとした医療関係職種における基礎教育の

盤は，人文科学，自然科学，社会科学などから選択する

内容は，単に教養科目という位置付けだけではなく，今

こととし，他方，人間と人間生活の理解は，人間関係

後の展望を踏まえると重要な役割を有していると著者は

論，家族論，カウンセリング理論と技法，外国語などか

捉えている．
本稿では，歯科技工士教育のうち，特に基礎分野の

ら選択して科目を設定する旨が記述されている．そし
て，これらの教育内容を実施することにより，科学的思

「科学的思考の基盤」に焦点を当てて，本学における講

考力や幅広い人間理解を高めることを趣旨としている．

義科目の概要を紹介するとともに，これらも含めた教育

この内容を歯科技工士教育にそのまま当てはめる必要は

制度の現状と課題，そして今後の展望について私見を交

ないものの，講義科目の設定にあたっては参考の一つに

えて概説する．

なりうる．
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表 1 歯科技工士教育カリキュラムの改正
（2017（平成 29）年 11 月 10 日公布・2018（平成 30）年 4 月 1 日施行）

改正後の教育内容において，「歯・口腔の構造と機能」「歯科材料・歯科技工機器と加工
技術」「有床義歯技工学」「歯冠修復技工学」「矯正歯科技工学」および「小児歯科技工学」
については，基礎実習教育を含むこととする．

C．本学における科学的思考の基盤に関する講
義科目の概要

を身に付ける．」と定めている．具体的には，社会保障
制度における医療従事者の役割や医療経済なども含め，
社会医学に関する内容を主体として講義を行っている．
歯科技工士には，歯科技工士法などの歯科関係法令のみ

本学では，2 年間の課程において計 46 の講義科目を
設定している．このうち基礎分野の科学的思考の基盤に
該当する講義科目は，上述した内容を踏まえると，
「健
康科学」や「法学」などがあげられる．

だけではなく，各職種・患者と社会との関わりを幅広く
知る必要があると捉えていることによる．
これらの講義科目をもって，生命に関わる科学の基礎
を理解するとともに，社会医学に関する基礎知識を習得

健康科学の学習目標は，「医療従事者として健康に関

することにより，医療従事者として必要な科学的思考を

わる諸問題や最新情報を把握するために，生活習慣病の

身に付けることを目指している．なお，本学のカリキュ

特徴や薬物および再生医療の特性，全身疾患に関連する

ラムポリシーでは，基礎分野の講義科目は，「歯科技工

専門性を理解する．
」と定めている．具体的にこの講義

士として具備するべき幅広い視野と豊かな人間性を涵養

科目のなかでは，各専門分野の講師によって，歯・口腔

し，歯科医療スペシャリストとして必要な思考力と感性

と全身との関係，医科領域の疾患，地域社会と健康格差

を備えることができる．
」ことを特徴として位置付けて

など，生命科学に関する内容を主体として講義を行って

いる．

いる．他方，法学の学習目標は，
「国民に対して適切な
歯科医療サービスを提供するとともに，その業務を滞り
なく行うために，歯科領域に関わりのある法制度の知識

基礎分野「科学的思考の基盤」
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一部の医療関係職種の教育内容（基礎分野のみ教育内容・教育目標を記載）

各職種の養成所指導ガイドラインから引用のうえ作成．数字は単位数を示す．

D．基礎分野における他の医療関係職種の教育
内容との比較

めの役割が基礎分野にも充てられたと解することができ
る．現在では，単位制により多くの医療関係職種におい
て科目設定の自由度は高まっているものの，本件で最も
着目すべきは，コミュニケーション能力の向上などを目

以降は，特に基礎分野に着目して，他の医療関係職種
の教育内容との比較や課題・展望などについて触れてみ
たい．

的とした対応が教育内容のなかに明記された点にある．

E．歯科技工士教育における課題と展望

表 2 は，一部の医療関係職種の教育内容を示したもの
であり，基礎分野のみ教育目標も併せて示している．い

歯科技工士教育の修業年限は，指定規則により 2 年以

ずれの職種も基礎分野の教育内容は概ね同様であるが，

上と規定されている．昨今，指定規則改正による修業年

教育目標に関してはそれぞれの職種による特色の差異が

限延長に関する議論があるが，著者は，少なくとも現時

見受けられ興味深い．

点では，全国すべての学校養成所で早急に就業年限を 3

なお，各職種の基礎分野の教育内容のうち，看護師と

年以上にすることは現実的ではないと考えている．この

理学療法士・作業療法士とでは，
「社会の理解」という

理由として，一部の学校養成所への負担増大による閉校

領域が含まれている．この領域は，看護師においては

などの懸念や，これに伴う就業者数のさらなる減少が予

2008（平成 20）年の保健師助産師看護師学校養成所指

測されること5）などに加え，多角的な視点からの議論が

定規則の改正時に追加され，他方，理学療法士・作業療

不足していると考えることによる．とりわけ後者に関し

法士においては 2018（平成 30）年の理学療法士作業療

ては，今後，修業年限延長を検討するにあたっては，

法士養成施設指定規則の改正時に追加された．これらの

「チェアサイド等における業務のあり方」や「他の医療

改正の背景としては，いずれもコミュニケーション能力

関係職種との基礎教育内容の共通化」なども含めて，よ

を高めることを趣旨としたものである3，4）．

り幅広く，かつ詳密な議論を要する．

こうした教育内容の改正は，人口構造の変化による医

業務面に関しては，法令改正なども含め歯科技工士の

療のニーズの変化・多様化やそれに伴う患者との関わり

業務範囲の見直しを論ずるものであり，この改正によ

方の変化など，その職種を取り巻く社会環境の変化への

り，歯科医師と歯科技工士の連携が強化され，同時に歯

対応を図ったものであり，そうした教育を充実させるた

科技工士の役割もより明確化することにつながる．ま

日歯技工誌

34

第 41 巻第 1 号 2020

た，教育面に関しては，他の医療関係職種の基礎教育内

しての知識・技術の向上を図ることを第一義的とするの

容との平仄を合わせることを趣旨としたものであり，各

はもちろんのこと，歯科医療を取り巻く社会環境や他の

医療関係職種間の共通基礎課程 を論ずることを見据え

医療関係職種との関連，また国民のニーズなど，多角的

たものである．そして，これらの議論をする際には，基

な視点と詳密な議論が必要となる．

6）

礎分野の教育内容にも焦点を当てて，より深く検討する
必要があることは言うまでもない．

歯科技工士という職業が，多くの医療関係職種のなか
でも魅力度の高い職種の一つであることは言うまでもな

医療ニーズの増加に伴い，今後も医療関係職種の役割

く，このように諸関連制度を大局的に捉え，必要に応じ

や連携のあり方などに関する議論がたびたび行われると

た改正を加えていくことが，その魅力を世間に対してさ

予想される．上述したように歯科技工士の業務・教育な

らに広く知らせることにつながると考えている．

どを包括して適正化を図ることは，そうした議論の際に

文

比較的対象外とされやすい歯科技工士を積極的に議論の
俎上に載せることにもつながる．
なお，こうした修業年限延長に関する議論を行う際に
は，設備面などから 3 年制への移行が困難な学校養成所
も考えられることから，たとえば，2 年制と 3 年制の二
通りの課程を規定することも含めて検討するべきであ
る．これは決して消極的な措置ではなく，現在の就業形
態や歯科技工士を目指す者の経済面などを考慮しても，
それぞれの課程で異なったニーズがあるものと考える．
以上の内容は，本稿の本題からは逸れるため概要のみ
述べたが，詳細に関しては他の機会で改めて触れること
としたい．

献

1）厚生労働省：「歯科技工士養成所指導ガイドライン」
の一部改正について，平成 29 年 12 月 25 日付医政発
1225 第 2 号厚生労働省医政局長通知，2017．
2）厚生労働省：看護職員の養成に関するカリキュラム等
改善検討会中間報告（平成 8 年 3 月 28 日），https://
www.mhlw.go.jp/www1/houdou/0804/121.html（2019
年 11 月 10 日アクセス）．
3）厚生労働省：看護基礎教育の充実に関する検討会報告
書（平成 19 年 4 月 16 日），https://www.mhlw.go.jp/
shingi/2007/04/s0420-13.html（2019 年 11 月 9 日アク

セス）．

4）厚生労働省：理学療法士・作業療法士学校養成施設カ
リキュラム等改善検討会報告書（平成 29 年 12 月 25

F．おわりに
今後の超高齢社会を見据え，口腔機能回復の主軸とな
る咀嚼機能の回復などをより効率的に提供していくため
にも，われわれ教育関係者には，その時代に応じた歯科
技工士教育のあり方を常に模索することが求められる．
そして，それらを検討するにあたっては，歯科技工士と

日），https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193257.
html（2019 年 11 月 10 日アクセス）．
5）大島克郎，竹井利香，安藤雄一：就業歯科技工士数の
将来推計，日歯医療管理誌 54：199-207，2019．

6）大西弘高：医療関係職種の養成課程内容共通度の調査
研究，厚生労働科学特別研究事業厚生労働行政推進調
査事業，平成 28 年度総括研究報告書，2017．
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シンポジウムⅡ

歯科技工教育大綱化の現状と今後の展開

基礎分野「人間と生活」
広島大学大学院医系科学研究科 総合健康科学専攻 保健科学プログラム 生体構造・機能修復学分野

下江

宰司

実時間は 11.25 時間となる．これは単位を修得するにあ

A．はじめに

たり，授業以外に予習，復習等が 4 分の 1 程度必要であ
るという考え方になっている．これを「歯科技工士養成

歯科技工士学校養成所指定規則の一部を改正する省令

所指導ガイドライン」に照らしても 4 年制は卒業の要件

（平成 29 年文部科学省・厚生労働省令第 4 号）」が平成

が 62 単位ではなく，最低 124 単位が必要であるので，

29 年 11 月 10 日付で公布され，平成 30 年 4 月 1 日に施

実際に行われる時間数は満たしているが，2 年制の場合

行された．この省令により，
「歯科技工士養成所指導ガ

はガイドラインで示されている時間数の範囲を下回らな

イドライン」
（平 成 27 年 3 月 31 日 付

いよう注意が必要である．

医 政 発 0331 第

62 号厚生労働省医政局長通知）が一部改正され，平成

C．教育内容の改正

30 年 4 月 1 日から施行となった．なお，すでに指定を
受けている養成所は平成 31 年度の入学生からの適用と
されている．

「別添 1」には教育内容が定められており，改正前は

歯科技工士養成所指導ガイドラインには，
「第一

設

置計画書に関する事項」
，「第二 一般的事項」
，「第三
学生に関する事項」
，「第四 教員及び事務職員に関する
事項」，
「第五

授業に関する事項」「第六

指定された外国語，造形美術概論，関係法規，歯科技工
学概論などほとんどすべての学科目が指定されていたが
（表 1），これらが教育内容へと改正されている（表 2）
．

教室に関す

この教育内容は［基礎分野］，
［専門基礎分野］，
［専門

る事項」
，「第七 教育用機械器具，標本，模型および図

分野］の 3 分野に大別され，さらに［基礎分野］は「科

書に関する事項」，
「第八 その他の事項」の 8 項目が定

学的思考の基礎」と「人間と生活」の 2 つを，
［専門基

められており，「第五

礎分野］は「歯科技工と歯科医療」
，「歯・口腔の構造と

授業に関する事項」の中の「別

添 1」が改正され，
「6．単位制について」が新たに加
わった（表 1，2）．

B．時間制から単位制へ
これまで「歯科技工士養成所指導ガイドライン」の
「第五

授業に関する事項」で教育に最低限必要な時間

数が 2,200 時間と定められていたが，これが単位制とな
り 62 単位となった．単位の計算方法は「大学設置基準
第 21 条第 2 項の規定」の例により，講義および演習に

表1

改正前の歯科技工士養成所指導ガイドラインの別添 1
学科目

総時間数

外国語

30

造形美術概論
関係法規
歯科技工学概論

15
15
50

歯科理工学

220

歯の解剖学

150

顎口腔機能学

60

有床義歯技工学
歯冠修復技工学

440
440

矯正歯科技工学
小児歯科技工学

30
30

義，実習が行われる時間数をもって計算することと定め

歯科技工実習

520

られている．

小計
選択必須科目

2,000
200

合計

2,200

ついては 1 単位を 15 時間から 30 時間，実験，実習およ
び実技については 1 単位を 30 時間から 45 時間の範囲で
定めることとなっている．これに加え，
「歯科技工士養
成所指導ガイドライン」ではこの時間数は，実際に講

大学においては，1 コマ 90 分の授業を 15 回行うと 2
単位となるのが一般的であるが，これだと 1 単位あたり
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表2
教育内容
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改正後の歯科技工士養成所指導ガイドラインの別添 1

基礎分野
専門基礎分野
専門分野

単位数

教育の目標

科学的思考の基盤
人間と生活

5

医療従事者として必要な科学的・論理的思考力を育て，人間性を磨き，自由で
主体的な判断と行動を培う．
加工技術の基礎となる知識を習得する．
国際化及び情報化社会に対応しうる能力を習得する．

小計

5

歯科技工と歯科医療

5

歯科技工学の目的，歯科技工士の歯科医療における役割，医の倫理，歯科疾患・
歯科治療の概要について理解する．
また，歯科技工士に必要な関係法規について習得する．

歯・口腔の構造と機能

7

歯の形態を十分に理解し，歯の発生，加齢，歯周，頭蓋の骨及び口腔周囲の筋
について習得する．
顎関節の形態，顎口腔の機能，顎運動，咬合器 ，修復物の咬合について習得
する．

歯科材料・歯科技工機器と
加工技術

7

歯科技工に使用する材料の歯科理工学的性質・安全性・品質検査及び歯科技工
に必要な機器の知識と加工技術を習得する．

小計

17

有床義歯技工学

12

有床義歯に関する知識を理解し，有床義歯製作の技術を習得する．

歯冠修復技工学

13

各種の歯冠修復物に関する知識を理解し，歯冠修復物製作の技術を習得する．

矯正歯科技工学

2

矯正歯科の基礎的概念を理解し，矯正装置製作に関する知識と技術を習得する．

小児歯科技工学

2

小児歯科の基礎的概念を理解し，乳歯歯冠修復物と咬合誘導装置製作に関する
知識と技術を習得する．

歯科技工実習

11

知識・技術を歯科臨床の場面に適用し，理論と実践を結び付けて理解できる能
力と技術力を習得する．

小計

40

合計

62

機能」，「歯科材料・歯科技工機器と加工技術」の 3 つ
を，
［専門分野］は「有床義歯技工学」，
「歯冠修復技工
学」，「矯正歯科技工学」
，「小児歯科技工学」，
「歯科技工

うな学科目を教育しているか紹介してみたい．

D．本学における「人間と生活」の科目

実習」の 5 つを含んでいる．
このうち［専門基礎分野］，
［専門分野］の内容は馴染

表 3 に広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻の

みのある学科目であり，これまでのどの教育が該当する

教養教育科目に区分されている授業科目を示す．これら

か理解することは容易であるが，［基礎分野］の「科学

の授業科目のほとんどが歯科技工士学校養成所指定規則

的思考の基礎」と「人間と生活」は，教養教育科目であ

による分類においては「科学的思想の基盤」とされてお

り，教育の目標は，
「医療従事者として必要な科学的・論理的思考力を育
て，人間性を磨き，自由で主体的な判断と行動を培
う．加工技術の基礎となる知識を習得する．国際化及
び情報化社会に対応しうる能力を習得する．
」

り，「人間と生活」に分類されているのは「平和科目」，
「大学教育入門」
，
「領域科目」，
「健康スポーツ科目」の
4 科目となっている．
まず「平和科目」は全部で 28 の授業が開講されてお
り，その中から学生が選択して受講する．内容を一部紹

となっているが，どのような教育科目が該当するかわか

介すると，「平和を考える」は文学研究科の教員が，「平

りにくい．

和と人間 A―環境と生物の未来へ―」はグローバルキャ

本学は 4 年制であることから，開講当初より単位制で

リアデザインセンターの教員が，
「原爆体験と表象 / 文

教育をしており，教養教育については 1 年次に行ってき

学 」は教育学研究科の教員が，「飢餓・貧困・環境問題

た．本学が［基礎分野］の「人間と生活」としてどのよ

からみた平和学 」は統合生命科学研究科の先生が，
「医

基礎分野「人間と生活」
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表 3 広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻の基礎分野
別表（第二条関係）
指定規則の教育内容

基礎分野

2

全身の健康と口腔科学Ⅰ

1前

〇

15

〇

2

全身の健康と口腔科学Ⅱ

1後

2

15

〇

1前

1

30

○

外国語科目

コミュニケーション基礎Ⅱ

1前

1

30

○

コミュニケーションⅠ A

1前

1

30

○

コミュニケーションⅠ B

1前

1

30

○

コミュニケーションⅡ A

1後

1

30

○

コミュニケーションⅡ B

1後

1

ベーシック外国語Ⅰ

1前

30

○

30

○

情報科目

情報活用基礎

1前

2

15

○

情報活用演習

1後

2

15

○

1 前（後）

2

15

7

12

13

2

2

11

62

〇

医療従事者のための心理学

1後

2

15

○

国際医学連携開発学

1前

2

15

○

初修生物学

1前

2

15

○

細胞科学

1後

2

15

○

基盤科目

教養教育科目

人間理解のための人体解剖学Ⅰ

1後

1

15

○

人間理解のための人体解剖学Ⅱ

1後

1

15

○

一般化学

1前

2

15

○

初修物理学

1前

2

15

○

基礎物理学Ⅰ

1後

15

○

基礎微分積分学

1前

2

15

○

ヘルスサイエンスのための基盤数学

1前

2

15

○

2

2

7

〇

コミュニケーション基礎Ⅰ

健康スポーツ科目

3

〇

15
15

1

計

〇

15
2

歯科技工実習

1前
1前
（後）

15

小児歯科技工学

教養ゼミ
領域科目

2

矯正歯科技工学

2

歯冠修復技工学

2前
1前

有床義歯技工学

教養教育科目

領域科目

平和科目
大学教育入門

5

歯科材料・歯科技
工機器と加工技術

1 単位当 履修方法
及び
たりの
必修 選択 時間数 卒業要件
単位数

専門分野

歯・口腔の構造と
機能

配当
年次

専門基礎分野
歯科技工と歯科医
療

授業科目

人間と生活

区 分

科学的思考の基盤

教育課程

基礎線形代数学

1後

15

○

統計学

1後

2

15

○

その他の基盤科目から

1後

2

15

○

学からみた戦争と平和 」は原爆放射線医科学研究所の

教育へのオリエンテーションを行う授業で，授業の目

教員が担当されており，さまざまな視点から平和を考え

標・概要は大学で学ぶということはどういうことかを考

る講義となっている．

え，大学での目標を明確にするとともに，大学で学ぶ上

次に「大学教育入門」は同じ授業を，同じ総合科学研
究科の教員が，全学部の全学生に対して行っている．内
容は大学教育基礎科目の一つとして，新入生向けに大学

で基本となる技能や態度を身につけることを目的として
いる．
また，
「領域科目」はさまざまな学問領域のものと
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表4

東京医科歯科大学歯学部口腔健康保健学科口腔保健工学専攻の基礎分野（HP より）
履修学年

単位数
区分

授業科目

時間数

1

15

ヘルスプロモーション

1

15

メディア情報学基礎

1

15

コミュニケーション学

1

15

造形美術概論実習

1

40

グローバル口腔保健工学

1

15

グローバル口腔保健工学実習

1

45

○
○
○
○
○
○
○
○

大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科の基礎分野
教育内容

養成所指定
規則分野

大阪歯科大学科目名

基礎分野

単位数
大阪歯科大学

養成所指定所
指定規則

基礎分野合計

22

5

科学的思考の基盤
統計学

5
1

物理学
化学

1
2 科目を選択

1

生物学

1

情報科学Ⅰ
情報科学Ⅱ

1
1

人間と生活

17
英語
中国語

1 科目を選択

2
2

英語コミュニケーション
歯学英語

1
1

医療制度Ⅰ

1

医療制度Ⅱ
社会保障論Ⅰ

1
2

医療倫理学

1

文章表現
心理学Ⅰ

1
1

運動生理学

1

社会学
社会福祉論Ⅰ

2
2

社会調査学

1

○

後期

科学英語Ⅱ

○

4年
前期

15

後期

1

3年
前期

科学英語Ⅰ

後期

15

前期

1

2年

後期

口腔保健工学概論

表5

1年
前期

自由

選択

必修

基礎分野

科学的思想
の基盤
人間と生活
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なっており，この中で，歯学部の教員が担当している

論」，
「ヘルスプロモーション」，
「コミュニケーション

「全身の健康と口腔科学 I 」と「全身の健康と口腔科学

学 」，
「造 形 美 術 概 論 実 習 」
，「グ ロ ー バ ル 口 腔 保 健 工

Ⅱ」の 2 つを受講することになっている．前者では歯学

学」
，「グローバル口腔保健工学実習」ではないかと思わ

科の教員が担当しており，後者は口腔健康科学科の教員

れる．担当は口腔保健工学の教員が主であるが，口腔保

が担当し，内容は各研究室や教員の教育や研究をテーマ

健衛生学，歯学科，非常勤の教員も担当されている．

としたもので，歯学科に留学生がいるため日英両言語で
の授業である．

大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科で「人間と生
活」に区分されている授業は，語学や「医療制度」，
「医

最後に「健康スポーツ科目」は 10 の授業が開講され

療倫理学」
，
「文章表現」，
「心理学」，
「運動生理学」，
「社

ており，担当教員は主に総合科学研究科の教員である

会学」など 14 あり，口腔保健学科，歯学部，非常勤講

が，一部，医系科学研究科の教員，非常勤講師が担当し

師などの教員が担当されている．

ている．内容はさまざまであるが，担当する教員が専門
とする視点から健康とスポーツに関する授業が行われて

F．おわりに

いる．

E．他大学における「人間と生活」の科目

［基礎分野］の「科学的思考の基盤」と「人間と生活」
は，あわせて 5 単位となっており，その該当科目も養成
機関によりさまざまである．よって基礎分野については

表 4 と 5 に東京医科歯科大学歯学部口腔健康保健学科

独自の科目設定が可能であり，各養成機関の特色を出せ

口腔保健工学専攻と大阪歯科大学医療保健学部口腔工学

るものと思われる．しかしながら，時間制から単位制に

科の基礎分野を示す．

移行したことにより，総時間数は減少すると予想され

東京医科歯科大学歯学部口腔健康保健学科口腔保健工
学専攻では，
「科学的思想の基盤」と「人間と生活」が
区別されていないが，後者に該当するのは「保健工学概

る．今までの内容を削らずに教育するためには，教員の
努力（準備）と工夫が必要であると考える．
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シンポジウムⅡ

歯科技工教育大綱化の現状と今後の展開

専門分野「実習と演習」
明倫短期大学歯科技工士学科

飛田

A．大綱化と単位制の導入

滋

と，専門学校（校名：歯友会歯科技術専門学校）時代の
最終入学生の総授業時間数は 2,828 時間であった．平成
9 年 4 月に短期大学として開学し，大綱化になるまでの

2017 年 11 月に公布された歯科技工士養成所指定規則

22 年間は 70 単位 2,650 時間を卒業要件にあげていた．

の一部を改正する省令を受け，歯科技工士教育は 2019

この度の大綱化によって 63 単位 2,205 時間とし 7 単位

年 4 月の入学生から大綱化による単位制のカリキュラム

445 時間の削減を実現した．

導入という大きな変革を迎えた．そもそも大綱化は，

今回のシンポジウムで私に課せられたテーマは「専門

1991 年に実施された大学設置基準の改正により，国公

分野・実習と演習」であるが，そもそも 2 年制の専門学

私立問わず高等教育機関である大学は，これまでの規制

校および短期大学で演習（教員指導のもと学生が研究・

から大幅に緩和されることになった．その理由として大

発表・討議を行うことを主眼とした，少人数の授業の

学進学率の向上と旧制大学を規範とする大学制度では，

形．ゼミナールまたはゼミ）1）を導入することはむずか

多様化する社会のニーズに対応できなくなってきたこと

しく，やはり講義と実習（学んだ知識をもとに実地（実

から，高等教育の個性化・多様化が求められるように

1）
物）について学習する授業方法の一つ）
が主体になっ

なったことがあげられる．

ている状況が多い．しかし，文部科学省や中央教育審議

その結果，科目区分と単位数は各大学が自由に設定で

会は，学修者がより学びの定着率を向上させるには能動

きるようになった．歯科技工士教育もこれに倣い教育内

的学修（アクティブラーニング）への転換が必要である

容は，基礎分野が「科学的思考の基盤人間と生活」5 単

と唱えている2）ことから，歯科技工士教育も演習による

位，専門基礎分野が「歯科技工と歯科医療」3 単位，

学習方法の質的転換を図るときが来たのではと考えてい

「歯・口腔の構造と機能」7 単位，
「歯科材料・歯科技工

る．

機器と加工技術」7 単位，専門分野が「有床義歯技工

本学の場合を例に示すと，実習科目数は大綱化前は

学」12 単位，「歯冠修復技工学」13 単位，「矯正歯科技

13 だったが，大綱化後は 18 に増加した．演習科目数は

工学」2 単位，「小児歯科技工学」2 単位，
「歯科技工実

1 から 3 に増加した．この背景にはある特定の実習科目

習」11 単位となり合計で 62 単位と決められた．改正前

の単位数が 7 〜 9 になってしまうものが組まれてきたた

の時間制は最低教育時間数が 2,200 時間だったが，どの

め，成績評価の時期が進級判定時もしくは卒業判定時に

養成所でも歯科医療の高度化に伴い講義内容や実習内容

なり，学修者への成績評価のフィードバックが遅れるこ

が増加し，2,200 時間以上のカリキュラムを 2 年間とい

とで，学修者本人が不利益を受けてしまう恐れがあるこ

う限られた期間に詰め込まざるを得なかった．

とがあげられた．

大学設置基準における教育課程は単位制の基本である

また，実習時間が長期間に渡ることから集中力の維持

1 単位の定義を「講義・演習」15 〜 30 時間，
「実験，実

やモチベーションの向上に悪影響を与えていたことも散

習および実技」が 30 〜 45 時間と定めている．つまり各

見された．そこで本学は，わかりやすい実習科目名にし

養成所はそれぞれの分野で独自の科目を独自の単位数に

単位数を 2 単位または 3 単位になるよう各実習科目を細

組むことが可能となった．これが単位制による弾力化で

分化した．
本学の有床義歯技工学の状況を表 1 に示す．大綱化前

ある．

B．本学の変遷
明倫短期大学（以後本学とする）の変遷を紹介する

は必修科目が 18 単位であったが大綱化後は 12 単位に
なっている．

専門分野「実習と演習」
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大綱化による本学の有床義歯技工学における科目名と単位数の変更（専門分野の細分化：有床義歯技工学の例）

有床義歯技工学︵大綱化︶

科目名

単位数
必修

1 年次
選択

前期

有床義歯技工学

2

30

全部床義歯実習Ⅰ
部分床義歯実習Ⅰ

2
3

90

金属床義歯実習

2

義歯修理・メインテナンス演習
キャリア・スキル形成Ⅰ

1
2

2 年次
後期

前期

後期

135
90
30
15

高齢者の口腔管理

45

1
計

有床義歯技工学

科目名

12

1

15
120

単位数
必修

選択

前期

2

30

有床義歯技工学実習Ⅰ
有床義歯技工学実習Ⅱ

9
7

170

18

200

C．高等教育機関が目指すべき姿

45

1 年次

有床義歯技工学

計

225

60
2 年次

後期

前期

後期

260

55

260

55

240
240

リックである．これは「成績評価の厳格化」が求められ
る中で，数量的評価がむずかしい質的な学びの評価に適
しているといわれる3）．ルーブリックは一覧表から成り

2018 年 11 月中央教育審議会は 2040 年に向けた高等

立っており，表の行は実習内容に応じた具体的な評価項

教育のグランドデザインを答申した．18 歳人口は 2040

目（指標）と最上段の列は評価項目に合った評価基準

年には 88 万人に減少し，現在の 7 割程度の規模となる

（レベル）で構成されている．そして評価項目ごとに求

推計が出されている．その答申には，高等教育機関がそ
の多様なミッションに基づき，学修者が「何を学び，身

められる内容が記載されている（表 2）
．
たとえば全部床義歯技工実習Ⅰの評価項目に前歯部排

に付けることができるのか」を明確にし，学修の成果を

列を設定すると，S は指定した位置に所定の人工歯を自

学修者が実感できる教育を行っていること．このための

分の力で思考しながら排列できた，A は指定した位置に

多様で柔軟な教育研究体制が各高等教育機関に準備さ

所定の人工歯を指摘されてから自分の力で修正して排列

れ，このよう な教育が行われていることを確認できる

できた，B は指定した位置に所定の人工歯を排列したが

質の保証の在り方へ転換されていくこと2），と述べてい

教員から部分的に修正してもらった，C は指定した位置

る．そこで注目すべきは，①学修者本位の教育への転

に所定の人工歯を排列できず全部教員の修正が入った，

換，②教育の質の保証と情報公表の 2 点である．これら

と学修者がどのような到達度であったかを客観的観点で

を歯科技工士教育の実習や演習に当てはめるならば，①

設定することができる．これを常に各評価項目（指標）

実習の客観的評価方法の改善，②学修ポートフォリオの

が終了した直後にルーブリック評価をすることで，学修

導入による学修成果の可視化があげられる．

者へのフィードバックが迅速にかつ的確にできることに

歯科技工士教育における実習は，各種歯科技工装置の

なる．学修者はできた点できなかった点が明確になり，

製作方法の修得に多くの時間を費やしている．その中

次の目標に対して能動的に取り組むことが可能になる．

で，学修者は何を学び，何を身に付けることができたの

この評価を後伸ばしにして，後でまとめてやることは，

かを知らなければならない．それには教育機関が学習目

学修者に対し学修成果を迅速かつ的確にフィードバック

標と到達目標を明示し評価基準を明確にする必要がある．

することを妨げることになる．

本学のシラバスは図 1 に示すように一般目標，到達目

現在本学はまだ全実習科目がルーブリック評価体制に

標と評価基準，評価方法，学修成果を明記している．最

なっていない．その理由は，従来の評価方法に慣れてし

近，大学のみならず小中高と学修者の能動的学修態度を

まっている点と，新しい客観的評価方法への抵抗とルー

意識させるために取り入れられている教育手法がルーブ

ブリック評価表の作成が道半ばであるためである．
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図1

本学のシラバス（一部抜粋）
表2

前歯部排列
評価項目（2）
…
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ルーブリックの一例

S

A

B

C

自分の力で思考し
ながら排列できた

指摘を受け自分の
力で修正できた

部分的に教員の修
正が入った

全てに教員の修正
が入った

評価基準

評価基準

評価基準

評価基準

…

…

…

…

S：Super（期待する思考活動以上に，何かプラスアルファがみられる）
A：十分満足できる（期待する思考活動が十分みられる）
B：概ね満足できる（期待する思考活動はみられるが，未到達な部分もある）
C：努力を要する（期待する思考活動がみられない）

歯科技工士教育における実習成績評価は，製作物の最

る．そのなかで実習の成績評価方法は，評価者の主観的

終的な出来具合に焦点が集まりやすい．しかし，本来は

評価になりやすい．また，評価項目を詳細に設定するあ

途中のプロセスが重要であり，学修者自身が実習のさま

まり負担が増してしまうこともある．それには属人性を

ざまな問題にどのように向き合い，調べ，思考し，解決

排除し客観的評価が可能になるように，担当教員間で評

に辿り着いたのかが重要であると考える．
繰り返すが歯科技工士養成機関の目的は，学修者がい
かに歯科技工技術を修得するかを重要な目的に掲げてい

価項目を議論した中から，明確な評価基準を策定するこ
とが必要なのである．

専門分野「実習と演習」

D．本学の課題と歯科技工士教育の展開

43

と歯科技工界はさらに先を俯瞰しなければならない状況
だと考える．超高齢社会において，歯科技工士が医療の
重要な一分野を担う専門職になるために，大綱化を大い

本学の課題は実習が細分化されたことにより，①学修

に活用し他の医療従事者と連携を組めるよう教育課程を

者に対し成績評価を迅速にフィードバックする．②新教

編成ことが求められる．もちろん地域包括ケアシステム

育課程を遂行する．③学生授業評価アンケートや教員自

のサービスにおいてデジタル技術を活用することは言う

己点検，自己評価を検証し次年度の教育改善に繋げる．

までもない．

④ルーブリック評価方法を確立する．⑤学修者とのコ

超高齢社会を迎えた日本において，国が進める「健康

ミュニケーションを更に図る．以上 5 項目をあげる．こ

日本 21」5）を推進するためには，改めて歯科技工士の存

れらは中央教育審議会が答申した「2040 年に向けた高

在が必要不可欠である．歯科技工士教育に携わる関係者

等教育のグランドデザイン」2）に沿うものであり，社会

は，今後さらに教育を充実させ国民の健康・福祉に寄与

に貢献する医療人としての歯科技工士をひとりでも多く

できる歯科技工士を育成し，社会へ輩出するよう努める

養成するために必要な課題と考える．

ことが，低迷する歯科技工士志願者を増やすことに繋が

歯科技工士を志望する人材が伸び悩む今，日本は諸外
国に例を見ないスピードで高齢化が進んでいる．厚生労
働省は地域包括ケアシステムの実現に向けて，今後の超
高齢社会を支えるために多職種連携が必要不可欠である
と説く．65 歳以上の人口は，2042 年の約 3,900 万人で
ピークを迎え，その後も，75 歳以上の人口割合は増加
し続けることが予想されている．このような状況の中，
団塊の世代（約 800 万人）が 75 歳以上となる 2025 年
（令和 7 年）以降は，国民の医療や介護の需要が，さら
に増加することが見込まれている4）．超高齢社会におけ
る口腔機能の維持や改善には，歯科技工士の高度な専門
的知識と技術が必要であることに異論はないだろう．
しかし，この地域包括ケアシステムを支える医療従事
者のグループに唯一歯科技工士が含まれていない状況は
由々しき事態であると危惧する．デジタルデンティスト
リーが持てはやされる昨今，歯科技工に関わる教育機関

ると考える．
文

献
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シンポジウムⅢ

歯科技工業の業務モデルの現状と将来

歯科保健医療と歯科技工士を取り巻く現状
厚生労働省医政局歯科保健課

堀

義明

ム」の構築を目標に掲げ，可能な限り住み慣れた地域で

A．はじめに

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができる
よう，地域の包括的な支援・サービス提供体制の構築を

わが国では，急速に進行する高齢化をはじめとする人

推進してきた．

口構造の変化や歯科疾患構造の変化など歯科保健医療を

一方，歯科保健医療を取り巻く状況も変化してきてい

取り巻く状況の変化と同時に，歯科技工に関する技術も

る．小児のむし歯は減少傾向にあり，高齢者において

変化している．国民に安全で質の高い歯科保健医療を提

は，80 歳で 20 本以上の歯を有している「8020」の達成

供する観点から，患者に対して歯科技工物が適切に提供

者は増加傾向にある．しかしながら，成人の約 7 割が歯

される体制を構築するために，歯科技工士を取り巻く状

周病に罹患しており，進行した歯周病のある者の割合は

況を踏まえつつ，さまざまな取組みを行うことが必要だ

改善していない．なお，成人において過去 1 年間に歯科

と考える．本稿では，歯科保健医療を取り巻く環境と歯

検診を受けた者の割合は増加傾向にあり，また，高齢化

科技工士を取り巻く環境について概説したい．

の進展に伴い，歯科診療所を受診する高齢者の割合は増
加している（図 2）．

B．歯科保健医療を取り巻く環境について

こうした人口構成の変化や，歯科疾患の罹患状況の変
化に伴い，歯の形態の回復を主体としたこれまでの「治

日本の総人口数はそのピークを越え減少傾向にあると

療中心型」の歯科治療だけではなく，全身的な疾患の状

同時に少子高齢化が進んでいる．2065 年には総人口が

況などもふまえ，関係者と連携しつつ患者個々の状態に

9,000 万人を割り込み，高齢化率は 38％台の水準になる

応じた口腔機能の維持・回復（獲得）をめざす「治療・

と推計されている（図 1）
．このような社会構造の変化

管理・連携型」の歯科治療の必要性が増すと予想されて

に対応するため，厚生労働省は「地域包括ケアシステ

いる（図 3）
．

図1

日本の人口の推移

歯科保健医療と歯科技工士を取り巻く現状

図2
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歯科保健医療を取り巻く状況

また，入院患者に対する口腔機能の管理により在院日

組や，全身疾患の治療が必要な可能性がある場合の医科

数の削減効果が統計学的に有意に認められたことや，要

歯科連携を推進する．」旨が記載された．こうしたこと

介護者に対する口腔ケア実施群では，2 年間における肺

を背景に，口腔の健康と全身の健康に関する施策が推進

炎の発症率が統計学的に有意に低かったことが明らかに

されている．

なるなど，口腔の健康と全身の健康は深い関係を有する

厚生労働省では，小児のう蝕罹患率の低下や 8020 達

ことが指摘されている．そのため，「経済財政運営と改

成者の増加，高齢化の進展に伴う歯科医療機関を受診す

革の基本方針 2019」（令和元年 6 月 21 日閣議決定）に

る患者像の高齢化・多様化等の状況に鑑み，国民のニー

おいては，
「口腔の健康は全身の健康にもつながること

ズに基づき質の高い歯科医療を提供すること等を目的と

からエビデンスの信頼性を向上させつつ，国民への適切

して，歯科医師の資質向上等に関する事項について総合

な情報提供，生涯を通じた歯科健診，フレイル対策にも

的に議論を行う「歯科医師の資質向上等に関する検討会

つながる歯科医師，歯科衛生士による口腔健康管理など

（座長：江藤 一洋 医療系大学間共用試験実施評価機構

歯科口腔保健の充実，入院患者等への口腔機能管理など

副理事長）
」を開催し，高齢化の進展や歯科保健医療の

の医科歯科連携に加え，介護，障害福祉関係機関との連

需要の変化を踏まえた，これからの歯科保健医療の提供

携を含む歯科保健医療提供体制の構築に取り組む．」旨

体制について，歯科医療従事者等が目指すべき姿である

が記載された．また，
「成長戦略フォローアップ」（令和

「歯科保健医療ビジョン」を提言した（図 4）．同ビジョ

元年 6 月 21 日閣議決定）においても「全身の健康にも

ンでは，
「あるべき歯科医師像とかかりつけ歯科医の機

つながる歯周病などの歯科疾患対策を強化するため，現

能・役割」
「歯科疾患予防策・具体的な医科歯科連携方

在 10 歳刻みで行われている歯科健診の機会を拡大し，

策」
「地域包括ケアシステムにおける歯科医療機関等の

歯科の保健指導を充実することについて，検証の結果を

役割」等が具体的に示され，同ビジョンの実現に向けた

踏まえ，2020 年度までに検討に着手し，速やかに結論

取り組みが行われている．

を得る．あわせて，歯科健診の受診率の向上を図るとと

なお，同ビジョンにおいて，歯科技工士に関しては，

もに，健診結果に基づき，必要な受診を促す実効的な取

「歯科技工士の人材確保は大きな課題となっており，復
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図3

図4

歯科治療の需要の将来予想（イメージ）

歯科医師の資質向上等に関する検討会に関する概要
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職支援や離職防止等の対応を行うことが重要である．
」

を行うため，
「歯科技工士の養成・確保に関する検討会

旨や「歯科技工の質及び量的需要の変化等の歯科技工士

（座長：赤川 安正 昭和大学客員教授）」を平成 30 年 5

を取り巻く状況の変化に対応した業務のあり方の検討を

月 15 日より開催している（図 5）．本検討会においては，

行うことが求められている．
」旨が記載されている．

歯科技工士を取り巻く現状が広く議論されており，歯科

C．歯科技工士を取り巻く環境について

技工士養成施設や歯科技工所等から参考人を招致するな
ど，具体的な検討がなされている．
また，厚生労働科学研究事業において，歯科技工士に

歯科技工士の現状については，直近の平成 30 年衛生

係る研究を継続的に実施している．直近の平成 29 年度

行政報告例によると，就業歯科技工士数はほぼ横ばいで

〜平成 30 年度の研究においては，「歯科技工業の多様な

あり，平成 30 年末時点で 34,468 人となっており，平成

業務モデルに関する研究（研究代表者：赤川 安正 昭和

28 年と比較すると 172 人減少している．なお，就業場

大学客員教授）
」として，歯科技工業の多様な業務モデ

所に関しては，歯科技工所に勤務する者が約 72.7％，病

ルについて勤務環境（労働時間，収益等）にかかる要素

院・診療所に勤務する者が約 25.7％を占めている．就業

ごとに利点・欠点を整理するとともに，当該業務モデル

歯科技工士の年齢構成については，50 歳以上の者は増

の効果的運用方法について提案し，当該業務モデルの導

加傾向にあり平成 30 年末で約 50.0％に達する．一方，

入に資するマニュアル等を作成することや，歯科技工所

若年者は減少傾向にあり，30 歳未満の歯科技工士の割

と歯科診療所等の間の委託契約の方法および内容や，歯

合は約 10.8％である．なお，歯科技工士免許登録者数は

科技工所内の雇用契約の内容の検証が実施された．ま

平成 30 年度において 120,157 人であり，歯科技工士免

た，「歯科衛生士及び歯科技工士の免許取得者の就業状

許登録者数のうち業務従事者の占める割合は，微減傾向

況等に関する研究（研究代表者：須田 英明 東京医科歯

にあり平成 30 年では約 28.7％である．

科大学名誉教授）」においては，複数の歯科衛生士およ

なお，就業歯科技工士のうち女性が占める割合は平成

び歯科技工士の養成施設の卒業生（卒後 3 年以上，過去

30 年 末 時 点 で 約 19.8％ で あ り， 微 増 傾 向 に あ る． ま

約 10 年）を対象に，養成施設に入学した理由や，卒後

た，歯科技工所に勤務する者は増加傾向にあり 70％を

の就業状況，またその選択の理由，職歴等について実態

超えているものの，病院・診療所に勤務する者は減少傾

調査を行うことにより，近年の就業動向等を検証するこ

向にある．なかでも，平成 30 年において就業者が 1 人

とや，実態調査の結果に基づき，歯科衛生士と歯科技工

である歯科技工所は約 16,102 件（76.7％）であり，その

士のキャリアパスや働き方について検討を行い，就職率

数は増加傾向にある．なお，同年において，若年層では

の向上及び離職率の低下のための具体的な方策を提示す

女性の歯科技工士の割合が相対的に多く，60 代以上で

る研究が実施された．

は総数の約 6.2％を占めるのに対し，20 代においては約

また，本年度より「歯科医療従事者の働き方と今後の

48％を占めている．また，男性・女性共に歯科技工所勤

需給等に関する調査研究（研究代表者：三浦 宏子 国立

務者の割合が最も多いが，男性と比較すると女性は病

保健医療科学院国際協力研究部部長）」が開始された．

院・診療所に勤務する者の割合が多い．
さらに，近年，歯科技工技術の進歩により，CAD/

本研究では，今後の歯科衛生士・歯科技工士等の歯科医
療従事者の安定的な人材確保に係る基礎資料となる教育

CAM により補綴物等が製作されるようになるなど，歯

課程，勤務実態や勤務の意向，需給における課題を把握

科技工の形態が変わりつつある．平成 26 年診療報酬改

することや，勤務実態や需給バランス等をふまえた，歯

定により，小臼歯部を対象に CAD/CAM 冠が保険収載

科衛生士・歯科技工士等の今後の働き方についての検討

され，その後，下顎第一大臼歯に適応拡大されている．

材料とする研究がなされている．

社会医療診療行為別統計における各年度の 6 月審査分の
CAD/CAM 冠・全部金属冠・硬質レジンジャケット冠

D．最後に

の算定回数を比較したところ，全部被覆冠の算定回数に
おいて CAD/CAM 冠の数は増加傾向にあり，また，施

2040 年を展望すると，高齢者の人口の伸びは落ち着

設基準（ CAD/CAM 冠）の届出医療機関数も増加傾向

き，現役世代が急減することから，
「総就業者数の増加」

にある．

とともに，「より少ない人手でも回る医療・福祉の現場

このような背景を踏まえ，今後，超高齢社会を迎え，

を実現」することが必要だとされている．そのため，今

患者に対して義歯等の歯科補綴物が適切に提供される体

後，国民誰もが，より長く，元気に活躍できるよう，①

制を構築するために，歯科技工士を取り巻く状況を踏ま

多様な就労・社会参加の環境整備，②健康寿命の延伸，

えつつ，歯科技工士の養成・確保に関して具体的に検討

③医療・福祉サービスの改革による生産性の向上，④給
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図5

歯科技工士の養成・確保に関する検討会

第 41 巻第 1 号 2020

各回の概要（令和元年 10 月末時点）

付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保

すると指摘されている．こうした社会の変化も踏まえ，

等を目的にさまざまな取り組みが進められている．

歯科技工業界においても，多様な取り組みが求めれられ

今後，高齢者の口腔機能の維持・向上を図っていくこ
となどの観点から，歯科技工士の重要性がますます増加

ている．
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シンポジウムⅢ

歯科技工業の業務モデルの現状と将来

歯科技工業の現状
広島大学大学院医系科学研究科 口腔生物工学研究室

田地

A．はじめに

豪

（歯科医療機関勤務）から 167 通の回答を得た．歯科技
工所の回答率は 10.7 ％であった．歯科技工所の直近 3
年間での売り上げ状況は，「変化なし」が 24.8 ％，「増

近年，歯科技工士を取り巻く労働環境は厳しさを増し

加傾向」が 18.1 ％，
「減少傾向」が 53.9 ％となってお

ており，加えて，歯科技工士の高齢化や歯科技工士養成

り，減少傾向の回答が半数を超えていた．また，歯科技

機関の定員割れが続いて若手歯科技工士の参入が乏しく

工所の直近 3 年間での職員数の変化は，
「変化なし」が

なり，将来的に歯科技工業の担い手である歯科技工士の

74.1 ％，
「増加傾向」が 7.8 ％，「減少傾向」が 7.6 ％と

不足が予測されている．このような問題を解決するため

なっており，変化なしとの回答が多かった．

には，歯科技工業の労働実態を正確に把握し，その労働

歯科技工所の入社時における従業員との雇用契約は，

環境を構成する要素ごとに論点を整理し，労働環境の改

歯科技工業に従事する歯科技工士が 2 人以上の歯科技工

善を図ることが急務であると考える．著者は，厚生労働

所（2 人以上歯科技工所）でその半数が結んでいた．ま

科学研究費補助金・地域医療基盤開発推進研究事業（平

た，就業規則は，2 人以上歯科技工所の 39.6 ％が作成し

成 29 〜 30 年度，研究代表者赤川安正）に研究分担者と

ていた．

して参画し，歯科技工所や歯科技工士に対する質問票調

労働環境改善への取り組み内容としては，「作業環境

査を実施して，歯科技工業の労働実態の把握を試みたの

の不具合がないようにする」が 71.3 ％で最も多く，次

で，本稿で研究結果の一部を紹介する．

い で「作 業 環 境 に 関 する 新 し い 情 報を 入 手 す る 」が

B．研究概要（目的と方法）

29.8 ％，
「従 業 員 の 意 見 を 積 極 的 に 取 り 入 れ る 」 が
19.1 ％であった（表 1）
．
また，歯科技工業務の効率化への取組内容としては，

本研究の目的は，歯科技工業の労働実態を把握して，

「特定の補てつ物等のみの受注を行っている」が 39.4 ％

労働環境等の改善に資する提言や多様な業務モデルを導

で最も多く，次いで「補てつ物等の種類に応じて担当制

入するためのマニュアルを作成することにある．平成

としている」が 26.3 ％，「新しい機器を導入している」

29 年 12 月に歯科技工所 4,009 カ所，歯科医療機関 750

が 24.9 ％であった（表 2）．

カ所，歯科技工士 4,759 名を調査対象として，アンケー

補てつ物等の製作における業務形態としては，
「全患

ト形式による往復郵送調査を実施した．歯科技工所につ

者を 1 人で担当」する形態が最も多く，
「患者ごとに分

いては，自治体のホームページに公開されている歯科技

担」や「作業工程ごとに分担」は少なかった．また，直

工所を対象とし，全国を 6 地区に分け各地区で対象の多

近 3 年間での補てつ物等の製作個数の変化は，補てつ物

い都道府県の歯科技工所とした．また，歯科医療機関に

によって異なり，クラウンブリッジは減少傾向であった

ついては，日本歯科医師会の会員の中から無作為に抽出
した．さらに，歯科技工士については，対象の歯科技工
所や歯科医療機関に勤務する歯科技工士を調査対象とし
た．

C．結

果

歯科技工所から 429 通，歯科医療機関から 576 通，歯
科技工士（歯科技工所勤務）から 319 通，歯科技工士

表 1 労働環境改善への取組内容
作業環境の不具合がないようにする
作業環境に関する新しい情報を入手する

71.3％
29.8％

従業員の意見を積極的に取り入れる
生涯学習を支援する

19.1％
15.6％

その他

8.9％

未回答

19.8％
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表2
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歯科技工業務の効率化への取組内容

D．考

察

特定の補てつ物等のみの受注を行っている

39.4％

補てつ物等の種類に応じて担当制としている
新しい機器を導入している

26.3％
24.9％

歯科技工業務を行う者とそれ以外の業務（営業
や梱包等）の者を分けている

直近 3 年間の歯科技工所の職員数の変化は小さく，

20.7％

15.3 ％の歯科技工所で歯科技工士を新規に採用していた

ひとつの補てつ物等を作業工程ごとに分担して
いる

13.8％

その他

8.9％

未回答

19.8％

が，多くの歯科技工所では新規採用はなかった．この主
な理由として，人員や業務に変化がなかったことがあげ
られる．
歯科技工士の就労時間は，直近 3 年間でやや減少傾向
であったが，これは歯科技工所の管理者が労働環境の改
善に取り組んでいることによるものと考えられる．一

が，CAD/ CAM 冠は増加傾向であった．有床義歯はや

方，1 カ月残業時間の調査結果では，
「100 時間以上」と

や減少傾向，インプラント上部構造や矯正装置はあまり

回答した者が 18.8 ％いることから，歯科技工所によっ

変化がなかった．

て労働環境に差があることも窺えた．

直近 3 年間でトラブルが原因の歯科医療機関との取引

歯科技工所における雇用契約についての問いには，

中止の問いに，26.6 ％の歯科技工所が「ある」と回答し

「家族以外に従業員がいないため不要」が 60.2 ％であっ

た．また，トラブルの内容としては，「料金」や「補て

た．2 人以上歯科技工所で就労規則を作成しているもの

つ物等に関する考え方の相違」が多かった．さらに，補

は 39.6 ％であり，労働環境を整備するうえでは就業規

てつ物等の製作受託に関しては，歯科医療機関と契約書

則の作成が望まれる．

を取り交わしている歯科技工所は 8.1 ％にすぎなかっ

労働環境改善のため，「作業環境の不具合がないよう

た．また，契約書を取り交わしている場合の契約項目と

にする」
，「作業環境に関する新しい情報を入手する」等

しては，
「契約内容」と「報酬金額」が多かった．

に取り組んでいることがわかった．

歯科医療機関への調査において，補てつ物等の製作場

また，歯科技工業の効率化のため，
「特定の補てつ物

所としては，「すべてを歯科技工所に委託」が 43.4 ％で

等のみの受注を行っている」，
「補てつ物等の種類に応じ

最も多く，次いで「大部分を歯科技工所に委託，一部は

て担当制としている」
，「新しい機器を導入している」等

院内」が 28.3 ％，「一部を歯科技工所に委託，大部分は

に取り組んでいることも明らかになった．

院内」が 18.2 ％であった．「すべてを院内で製作」は
2.1 ％にすぎなかった．

また，直近 3 年間での補てつ物等の製作個数の変化
は，補てつ物によって異なり，クラウンブリッジは減少

歯科技工士（歯科技工所勤務）への調査では，1 日平

傾向であったが，CAD/CAM 冠は増加傾向であった．

均就労時間は中央値で 10 時間であり，そのうち 2 時間

これは，歯科技工業の効率化に取り組んだこと，小臼歯

が残業時間であった．また，直近 3 年間の就労時間の変

ハイブリッドレジン冠が保険導入されたこと，等が考え

化は，やや減少傾向であった．また，1 カ月の残業時間

られる．

をみたところ，「ほとんどない」が 30.7 ％，「45 時間未

歯科医療機関と業務を委託する契約書を取り交わして

満 」 が 15.0 ％，「45 時 間 以 上 」 が 13.2 ％，
「80 時 間 以

いる歯科技工所は 8.1 ％にすぎなかった（歯科医療機関

上」が 9.7 ％，
「100 時間以上」が 18.8 ％であった．

への調査では 15.2 ％）．歯科技工所と歯科医療機関の間

職務内容に対する意識では，
「社会の人々は，私の仕

のトラブルとして，
「料金」や「補てつ物等に関する考

事を尊敬するに値する仕事だと思っている」の質問と

え方の相違」があげられており，補てつ物の質の保証や

「私は仕事をしていて着実な人生設計がたてられる」の
質問において，「否定あるいは否定的」な意見が多かっ
た．

トラブルを回避するために，書面で委託・受託契約を行
うことが望まれる．
歯科技工士の職務内容に対する意識については，仕事

また，単純集計に加えクロス集計により種々の比較検

に対する興味や適性，やり甲斐などに関する質問には，

討も行った．歯科技工士（歯科医療機関フルタイム勤

「肯定あるいは肯定的」な意見が多かったものの，「社会

務）は歯科技工士（歯科技工所フルタイム勤務）と比較

の人々は，私の仕事を尊敬するに値する仕事だと思って

して，就労環境がよいことがわかった．

いる」の質問と「私は仕事をしていて着実な人生設計が
たてられる」の質問において，「否定あるいは否定的」
な意見が多かった．これらのことから，将来を不安視し
ている状況が窺え，今後の魅力ある歯科技工業を考える

歯科技工業の現状

1．歯科医師と歯科技工士は歯科技工に関する認識と
情報を共有する
2．歯科医師と歯科技工士が十分連携できる体制を整
備する
3．歯科技工士の職業内容に関する意識を改善させる
4．労働契約書や就業規則を作成する
5．歯科技工業務を効率化する
6．歯科技工士や歯科技工に関する社会の認知を向上
させる
図 1 労働環境等の改善に資する提言
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うえに重要な論点を提示できた．

E．おわりに
歯科技工所や歯科技工士および歯科医療機関も対象と
して質問票調査を行い，歯科技工業の業務形態や就労環
境等の現状を把握することができた．また，歯科技工所
と歯科医療機関との契約についても調査したことによ
り，歯科技工業への歯科医療機関の関わりを考えるきっ
かけになるものと考える．さらに，歯科技工士の職務内
容に対する意識を調査したことは目新しく，歯科技工業
を支える歯科技工士の労働環境の改善につながるものと
期待される．結果は，単純集計のみならずクロス集計に
よっても分析し，これらを通じて，業務委託契約書のひ
な型や歯科技工業のさらなる発展に資する提言（図 1）
やマニュアルを作成することができた．
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シンポジウムⅢ

歯科技工業の業務モデルの現状と将来

歯科技工士の職務満足感
東京理科大学薬学部，2）昭和大学歯学部，3）広島大学歯学部，4）北海道医療大学歯学部

1）

堀口 逸子1）

A．緒

佐藤

裕二2）

下平

修2）

言

田地

豪3）

小畑

真4）

赤川 安正2）
り開業していることを誇らしく思う」
「今の仕事は私に
適している」「社会の人々は，私の仕事を尊敬するに値
する仕事だと思っている」
「私の仕事は『やり甲斐のあ

近年の歯科医療の発展に伴い，歯科技工では高度化か

る仕事をした』という感じが得られる」
「私は同僚や受

つ多様化がみられる．その一方で，歯科技工士を取り巻

託している歯科医療機関のみんなに認められている」
「私

く労働環境は厳しさを増しており，歯科技工士の高齢化

は仕事をしていて着実な人生設計がたてられる」の全 8

や歯科技工士学校養成所の定員割れが続いている．これ

項目である．選択肢は「そう思う」
「どちらかといえば

は，若手歯科技工士の参入が乏しくなることによって，

そう思う」
「どちらかといえばそう思わない」
「そう思わ

将来的に歯科技工士の不足が予測される．このような状

ない」の 4 つで，それぞれ 4 点から 1 点で得点化する．

況を改善するためには，歯科技工業の労働実態を正確に

職務満足感の他，性，年代，年収の変化，就業時間の変

把握し，その労働環境を構成する要素ごとに論点を整理

化，1 カ月の残業時間の変化を問うた．

することが急務である．
本研究では，歯科技工士の職務満足感を明らかにする
ことを目的とし，質問紙調査を実施した．

B．研究方法

解析は，SPSS Ver.19.0（ IBM 社）を用いた．満足感尺
度の全 8 項目の合計点は，平均点を算出し，性別，就労
場所別では t 検定を行い，年齢，年収の変化，就業時間
の変化，残業時間の変化については一元配置分散分析を
行った．また，満足感は，
「そう思う」「どちらかといえ
ばそう思う」と回答した群を満足感の高い群，
「そう思

調査対象者は，歯科技工所を経営または勤務する歯科

わない」「どちらかといえばそう思わない」と回答した

技工士および歯科医療機関に勤務する歯科技工士である．

群を満足感の低い群とした．就労場所は「歯科技工所」

歯科技工所の抽出では，自治体のホームページに公開

と「歯科医療機関」
，年収の変化は「減少」と「変化な

されている歯科技工所を対象とした．全国を「北海道・

し」「増加」，就業時間の変化は「変化なし」「増加」と

東北地区」「関東・甲信越地区」
「近畿地区」
「中国・四

「減少」
，1 カ月の残業時間の変化は「ほとんどない」
「45

国地区」「九州・沖縄地区」の 6 地区に分け，各地区で

時間未満」と「45 時間以上」「80 時間以上」「100 時間

歯科技工所の最も多い都道府県を対象とすることにし

以上」の各々 2 群に分類し，各項目別にカイ 2 乗検定を

た．それは，それぞれ順に，福島県，千葉県，愛知県，

行った．統計学的な有意水準を 5 ％とした．

大阪府，広島県，熊本県で，計 4,009 カ所の歯科技工所

調査期間は，歯科技工所対象調査は，平成 29 年 12 月

が対象となった．歯科医療機関に勤務する歯科技工士数

5 日から 12 月 22 日まで，歯科医療機関対象調査は，平

を把握できる資料がなかったため，調査は，日本歯科医

成 29 年 11 月 22 日から 12 月 15 日までであった．

師会の会員の中から無作為に抽出した 750 歯科医療機関
を対象とした．各調査は，質問紙調査で，郵送にて配布
し，回収された．
職務満足感は，安達ら1〜2）によって開発された信頼性

調査は，昭和大学倫理審査委員会の承認（承認番号

2017-005 号）を経て実施した．

C．結

果

妥当性が確認されている「職場環境，職務内容，収入，
人間関係に関する満足感測定尺度」を一部歯科技工士向

歯科技工所対象調査では，宛先不明で 313 枚が返送さ

けに文言を改変し使用した．質問項目は，
「私は今の仕

れた．回収されたのは 429 枚で，そのうち職務満足感の

事に興味をもっている」「私は仕事を通じて全体として

有効回答が得られたのは 283 人であった．回収数からみ

成長した」「私は歯科技工所や歯科診療所に勤めていた

た有効回答率は，66.0 ％であった．
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職務満足度の得点分布

就労場所別職務満足度の得点分布

歯科医療機関対象調査では，576 枚が回収された．そ
のうち職務満足感の有効回答が得られたのは 152 人で
あった．回収数からみた有効回答率は，26.3 ％であった．
歯科技工士全体について，性別でみると未回答の 2 人

を 除 き，
「ほ と ん ど な い 」35.9 ％，
「45 時 間 未 満 」
22.8 ％，「45 時間以上」11.7 ％，
「80 時間以上」8.6 ％，
「100 時間以上」14.2 ％であった．
職務満足感について，得点分布を図 1 に示す．最も多

を除いて，男性 85.9 ％，女性 14.1 ％であった．年代別

かったのは 24 点であった．就労場所別の得点分布を図

でみると，未回答 1 人を除いて 20 歳代 5.2 ％，30 歳代

2 に示す．16 点以上の得点をしたのは，就労場所が歯科

15.1 ％，40 歳代 23.3 ％，50 歳代 32.8 ％，60 歳代 19.2 ％，

医療機関では 94.7 ％に対して歯科技工所では 87.3 ％で

70 歳代 4.3 ％であった．年収の変化では，未回答の 11

あった．最頻値の 24 点以上は歯科医療機関で 60.5 ％に

人を除き，「変化なし」37.7 ％，「増加」24.1 ％，
「減少」

対して歯科技工所では 46.0 ％であった．

38.2 ％であった．就業時間の変化では，未回答の 2 人を

全歯科技工士 443 人の職務満足感の合計得点の平均は

除 き，
「変 化 な し 」52.7 ％，
「増 加 」11.6 ％，
「減 少 」

23.0 点であった．性別にみた平均は，男性 22.9 点，女

35.8 ％であった．1 カ月の残業時間では未回答の 30 人

性 23.9 点で，統計学的に有意な差はみられなかった．
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表 1‑1
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満足度が高い人の割合（全体，職場，年収の変化）
全体
（n=443）

就労場所
歯科技工所
（n=291）

年収の変化

歯科医療機関 「変化なし」
「増加」
（n=152）
（n=267）

「減少」
（n=165）

人

％

人

％

人

％

人

％

人

％

1

私は今の仕事に興味をもっている

376

85.1

237

81.4

139

91.4***

237

88.8

129

78.2***

2

私は仕事を通じて全体として成長した

379

85.2

240

82.5

139

91.4**

241

90.3

129

78.2***

3

私は歯科技工所や歯科診療所に勤めてい
たり開業していることを誇らしく思う

308

69.3

181

62.2

127

83.6***

206

77.2

94

60.0****

4

今の仕事は私に適している

368

82.6

232

79.7

136

89.5

230

86.1

128

5

社会の人々は、私の仕事を尊敬に値する
仕事だと思っている

228

51.3

141

48.5

87

57.2

156

58.4

65

39.4****

6

私の仕事は「やり甲斐のある仕事をした」
340
という感じが得られる

77.3

207

71.1

133

87.5***

219

82.0

113

68.5***

7

私は同僚や受託している歯科医療機関の
みんなに認められている

348

78.9

223

76.6

125

82.2***

213

79.8

128

77.6

8

私は仕事をしていて着実な人生設計がた
てられる

216

48.6

117

40.2

99

65.1***

158

59.2

51

*p＜0.05

**p＜0.01

78.6 *

30.9***

***p＜0.001 ****p＜0.0001

年 齢 別 に み た 平 均 は，20 歳 代 か ら 順 に 26.0 点，23.3

たのは「私は今の仕事に興味をもっている」
「私は仕事

点，23.5 点，21.9 点，22.4 点，26.8 点 で，60 歳 以 上 が

を通じて全体として成長した」の 2 項目のみであった．

最も高く，次いで 20 歳代で，統計学的に有意な差がみ

また，
「社会の人々は，私の仕事を尊敬に値する仕事だ

られた（ p ＜ 0.0001）
．就労場所別にみた平均は，歯科

と思っている」「私は仕事をしていて着実な人生設計が

技工所 22.4 点，歯科医療機関 24.2 点で，統計学的に有

たてられる」は 50 ％を下回り，
「私は仕事をしていて着

意 な 差 が み ら れ た（ p ＜ 0.01）． 年収 の 変 化 別 の 平均

実な人生設計がたてられる」は 40.2 ％にとどまった．

は，「変化なし」23.0 点，「増加」25.4 点，
「減少」21.4

一方，歯科医療機関では，「私は今の仕事に興味をもっ

点で，統計学的に有意な差がみられた（ p ＜ 0.0001）
．

ている」
「私は仕事を通じて全体として成長した」の 2

就労時間の変化別の平均は，
「変化なし」23.7 点，「増

項目は 90 ％を上回り，80 ％以上の項目は全体の 6 項目

加」22.7 点，「減少」22.0 点で，統計学的に有意な差が

であった．「社会の人々は，私の仕事を尊敬に値する仕

みられた（ p ＜ 0.01）
．1 カ月の残業時間別の平均では

事だと思っている」が最も低かったが，57.2 ％にとど

「ほとんどない」23.3 点，
「45 時間未満」24.2 点，
「45 時

まった．「今の仕事は私に適している」「社会の人々は，

間 以 上 」23.8 点，「80 時 間 以 上 」22.8 点，
「100 時 間 以

私の仕事を尊敬に値する仕事だと思っている」の 2 項目

上」21.6 点で，統計学的に有意な差がみられた（ p ＜

を除く，6 項目に統計学的に有意な差がみられた（ p ＜

0.05）
．
職務満足感の質問項目別に，満足感の高い群の割合を

表 1-1，1-2 に示す．全歯科技工士では，80 ％を超えた
項目は，「私は今の仕事に興味をもっている」「私は仕事

0.01, p ＜ 0.001）
．いずれも満足感の高い群の割合が，歯

科医療機関が歯科技工所より多かった（表 1-1）．

年収の変化でみると，回答が得られなかった人を除く

432 人において，年収が「減少」群においては，
「社会

を通じて全体として成長した」
「今の仕事は私に適して

の人々は，私の仕事を尊敬に値する仕事だと思ってい

いる」の 3 項目であった．一方で，
「社会の人々は，私

る」は 39.4 ％で，また「私は仕事をしていて着実な人

の仕事を尊敬に値する仕事だと思っている」
「私は仕事

生設計がたてられる」が 30.9 ％と少ない割合であっ

をしていて着実な人生設計がたてられる」は約 50 ％に

た．「私は同僚や受託している歯科医療機関のみんなに

とどまった．

認められている」以外の 7 項目において，「変化なし」

就労場所でみると，歯科技工所では，80 ％を上回っ

「増加」群において，統計学的に有意に満足感の高い群の
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表 1‑2 満足度が高い人の割合（全体，就労時間，残業時間）
就労時間の変化
全体
「増加」
「減少」
（n=443） 「変化なし」
（n=283）
（n=158）

残業時間の変化
「45 時間未満」「45 時間以上」
（n=260）
（n=153）

人

％

人

％

人

％

人

％

人

％

1

私は今の仕事に興味をもっている

376

85.1

252

89.0

122

77.2 ***

226

86.9

129

84.3

2

私は仕事を通じて全体として成長した

379

85.2

253

89.4

124

78.5 **

224

86.2

131

85.6

3

私は歯科技工所や歯科診療所に勤めてい
たり開業していることを誇らしく思う

308

69.3

211

74.6

96

60.8 **

193

74.2

99

4

今の仕事は私に適している

368

82.6

248

87.6

118

74.7 ***

217

83.5

128

5

社会の人々は、私の仕事を尊敬に値する
仕事だと思っている

228

51.3

154

54.4

73

46.2

149

57.3

70

45.8 *

6

私の仕事は
「やり甲斐のある仕事をした」
340
という感じが得られる

77.3

222

78.4

116

73.4

216

83.1

109

71.2 **

7

私は同僚や受託している歯科医療機関の
みんなに認められている

348

78.9

234

82.7

112

70.9 **

211

81.2

115

75.2

8

私は仕事をしていて着実な人生設計がた
てられる

216

48.6

146

51.6

69

43.7

150

57.7

60

**p＜0.01

***p＜0.001

*p＜0.05

割合が多かった（p＜0.05, p＜0.001, p＜0.0001）
（表 1-1）．
就労時間の変化でみると，回答が得られなかった 2 人

D．考

64.7 *
83.7

39.2 ***

****p＜0.0001

察

を除く 441 人において，
「社会の人々は，私の仕事を尊
敬に値する仕事だと思っている」「私は仕事をしていて

歯科技工所への調査に対して，調査票の宛先不明によ

着実な人生設計がたてられる」の 2 項目は，満足感の高

る返送数が 300 枚を超え多かった．これは廃業した場合

い群の割合は，「変化なし」
「増加」群 50 ％台で，「減少」

に自治体の保健所への届出がなされていない，または自

群は 50 ％以下であったが，統計学的に有意な差はみら

治体のホームページの更新ができていないことの 2 点が

れなかった．また，
「私の仕事は『やりがいのある仕事

考えられた．また，すべての自治体のホームページに歯

をした』という感じが得られる」も統計学的に有意な差

科技工所が掲載されていなかった．この状況から，全国

はみられなかった．残りの 5 項目については，
「変化な

の歯科技工所の正確な数を把握することが困難な現状が

し」「増加」群の満足感の高い群の割合が，「減少」群に

明らかとなった．調査対象となる母集団の数の見当がつ

比べて 10 ポイント以上高く，統計学的有意な差が見ら

かないことは，今後，歯科技工所で就労する歯科技工士

れた（ p ＜ 0.01, p ＜ 0.001）（表 1-2）．

の現状把握のための調査を困難にすると考えられた．今

1 カ月の残業時間の変化でみると，回答が得られな

回の調査において，自治体のホームページでの情報から

かった 30 人を除く 413 人において，
「私は歯科技工所や

の抽出方法以外に抽出方法が考えられなかったため，現

歯科診療所に務めていたり開業していることを誇らしく

時点において，最善の抽出方法であったと考えられる．

思う」「社会の人々は，私の仕事を尊敬に値する仕事だ

赤川らの報告3）によれば，歯科医療機関の歯科技工士

と思っている」「私の仕事は『やりがいのある仕事をし

数は平均 0.4 名であり，今回の調査では，約 230 機関に

た』という感じが得られる」
「私は仕事をしていて着実

歯科技工士が勤務していると推測された．そのため，回

な人生設計がたてられる」の 4 項目で，「45 時間未満」

収 数 か ら み た 回 答 率 は 26.3 ％ で あ っ た が， 実 質 は

群が統計学的に有意に満足感の高い群の割合が多かった

72.6 ％の回収率と考えられた．質問紙調査による回収率

（ p ＜ 0.05, p ＜ 0.01, p ＜ 0.001）．「45 時 間 以 上 」 群 の

は経年低下傾向にあり，近年，日本における医療福祉分

「私は仕事をしていて着実な人生設計がたてられる」は

野における郵送配布回収のアンケート調査の回収率も

39.2 ％にとどまった（表 1-2）
．

30 ％ か ら 50 ％ 程 度 と な っ て い る4〜8）． そ れ に 比 べ，
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70 ％を超えており，歯科医療機関を就労場所とする歯
科技工士の職務満足感の実態については十分に母集団を
反映した信頼できるデータと考えられた．
今回調査に用いた職務満足感尺度は，アメリカの臨床
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が満足感につながると考えられた．
不満足感について「収入」と関連する「私は仕事をし
ていて着実な人生設計がたてられる」では，就労場所が
「歯科医療機関」
，年収の変化が「変化なし」または「増

心理学者フレデリック・ハーズバーグが提唱した職務満

加」
，残業時間が「45 時間未満」において，有意に肯定

足および職務不満足を引き起こす要因に関する理論（2

的回答者割合が多かった．歯科技工所を開業または勤務

要因理論）に基づいている．仕事における満足感は，あ

し，年収が減少し，残業時間が 45 時間以上であること

る特定の要因が満たされると満足感が上がり，不足する

が，不満足につながることが考えられた．

と満足感が下がるのではなく，満足に関わる要因（動機

藤島らのケアマネージャー（介護支援専門員）対象の

付け要因）と不満足に関わる要因（衛生要因）は別のも

調査10）に比べると，歯科技工士は，
「今の仕事は私に適

のであるという考え方である．満足に関わる要因は「達

している」は 30 ポイント以上，
「社会の人々は私の仕事

成すること」「承認されること」「仕事そのもの」
「責任」
「昇進」などで，これらが欠いても職満不満足を引き起

を尊敬に値する仕事だと思っている」は約 7 ポイント，
「私は同僚や受託している歯科医療機関のみんなに認め

こすわけではない．不満足に関わるのは「給与」
「対人

てもらっている」に相当する質問項目は 25 ポイント，

関係」「作業条件」などで，これらが不足すると職務不

「私は仕事をしていて着実な人生設計がたてられる」も

満足を引き起こすといわれている．
職務満足感調査項目全 8 項目の合計の得点分布をみる

2 倍の 25 ポイント高かった．高齢化に伴い必要不可欠
なケアマネージャーの職務満足感に比べて，歯科技工士

と，最頻値は 24 点であり，分布はより高い得点に多く

の職務満足感は明らかに高かった．ケアマネージャー

分布していた．職務満足感が高い人がいる一方で，極端

は，5 年以上の実務経験を経て試験とさらなる実務研修

に低い人々が一定数いることがわかった．これは特に就

を受講し取得する資格である．勤務場所はさまざまであ

労場所が歯科技工所の歯科技工士においてみられた．歯

るが，ケアマネージャーを業務として開業することはで

科技工士に対する働き方を議論する際には就労場所につ

きない．ケアマネージャーは平成 12 年の公的介護保険

いての配慮が必要と考えられた．

制度が開始されて以来の資格で，サービス利用者および

平均点では，男女の差がみられなかった．病院薬剤師

その家族と直接的に会話をし，介護サービスの計画を作

を対象とした調査9）で，用いたスケールは異なるもの

成し，関係者の調整を行う．そのため，職業としての認

の，女性の満足感が低かった結果とは異なっていた．こ

知度は，高齢化と在宅医療の推進によって急速に高まっ

の結果から，歯科技工士学校養成所への入学者を増加さ

ていると考えられる．しかしながら，業務の「承認され

せるためには，女性へのアプローチが有効であることが

ること」に対しては歯科技工士がより高かった．しか

示唆された．

し，歯科技工士において「社会の人々は，私の仕事を尊

今回の調査において「承認されること」や「責任」に

敬に値する仕事だと思っている」ことが約 50 ％程度で

相当する「社会の人々は，私の仕事を尊敬に値する仕事

あったことから，社会における歯科技工士の業務等の認

だと思っている」が 51.3 ％と約半数で，
「私は歯科技工

知度を高めることなどが必要と考えられた．

所や歯科診療所に勤めていたり開業していることを誇ら

E．結

しく思う」は 69.3 ％と 70 ％程度であった．この 2 つが

論

満足感を低下させる要因と考えられた．また，不満足に
ついて「給与」に相当する「私は仕事をしていて着実な

本研究において，以下の結論を得た．

人生設計がたてられる」が 48.6 ％と低く，収入が不満

1．歯科技工士の職務満足感について，就労場所によ

足の要因であると考えられた．
就労場所，年収の変化，就労時間の変化，残業時間か
らみると，満足感に影響を与える要因に関わる「私は今
の仕事に興味をもっている」「私は仕事を通じて全体と

る違いがみられた．
2．男女による差がなかった．
3．歯科技工士の社会における認知と人生設計がたて
られるかについて，低い割合を示した．

して成長した」「私は歯科技工所や歯科診療所に勤めて
いたり開業していることを誇らしく思う」は，就労場所
が「歯科医療機関」
，年収の変化が「変化なし」または
「増加」
，就労時間が「変化なし」または「増加」におい
て，有意に肯定的回答者割合が多かった．そのため，歯
科医療機関に勤務し，年収や就労時間の減少がないこと

本研究は，平成 29 年厚生労働科学研究費補助金（地域医
療基盤開発推進研究事業）「歯科技工業の多様な業務モデル
に関する研究」
（研究代表者：赤川安正）によった．
本研究にあたり，日本歯科医師会，日本歯科技工士会，全
国歯科技工士教育協議会，日本歯科技工所協会の皆様に感謝

歯科技工士の職務満足感

申し上げる．
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シンポジウムⅢ

歯科技工業の業務モデルの現状と将来

歯科技工業における契約の現状と契約書式案
弁護士法人小畑法律事務所 代表弁護士・歯科医師

小畑

真

る．これは，日本歯科技工士会の組織率が 2 割強であ

A．はじめに

り，日本歯科技工士会の実態調査は日本全体の歯科技工
士の実情を反映していない可能性があること，日本歯科

歯科医療において重要な役割を担っている歯科技工士

技工士会会員の歯科技工士は，非会員の歯科技工士より

であるが，その数は年々減少し，かつ，高齢化の一途を

も経営的に安定している可能性が高いことなどによるも

辿っている．背景には，歯科技工士養成施設数および入

のであると考えられる．

学者数の減少に伴い，国家試験合格者数の減少を来たし

B．就労環境

ていることがある．実際に，国家試験の合格者数はこの
10 年で約半数近くも減少している（2009 年 1,431 名，
2019 年 798 名）
．免許登録者に対する就業率も 30％を

1．就労時間・時間外労働時間・休業日数

切っている状態（28.7％：2018 年） で，早期離職者が

a．調査項目

多いことも相まって，特に若年層歯科技工士の減少が著

就労時間・時間外労働時間・休業日数について，下記

1）

しい．さらには，今後，時間の経過とともに，ますます

項目のアンケート調査を行った．

高齢就業者の退職・引退が進行することから，歯科技工

・歯科技工所の 1 日平均営業時間

士の大幅な減少は避けられない状況である．

・歯科技工士の 1 日平均就労時間

このような状況となった原因の一つに，歯科技工士を

・直近 3 年間の 1 日平均就労時間の変化

取り巻く労働環境の厳しさがある．したがって，歯科技

・歯科技工士の 1 か月の平均時間外労働時間

工士数の減少に歯止めをかける一助となるべく，歯科技

・歯科技工所の 1 か月の平均休業日数

工士の労働環境の改善を図ることは必須である．

b．調査結果

歯科技工士の労働環境の改善を図るためには，その前

歯科技工所の 1 日平均営業時間は 10.1 時間，管理者

提として，歯科技工業の労働実態を正確に把握すること

の 1 日平均就労時間は 10.3 時間，歯科技工所勤務歯科

が必要である．そこで，
「厚生労働科学研究費補助金 地

技工士は 10 時間（中央値）
，歯科医療機関勤務歯科技工

域医療基盤開発推進研究事業 歯科技工業の多様な業務

士は 8 時間（中央値）であった．歯科技工士の就労時間

モデルに関する研究（ H29-医療-一般-002）（研究代表

は，直近 3 年間でやや減少傾向であった．

者：昭和大学客員教授 赤川安正）
」では，歯科技工所や

1 か月の時間外労働時間の調査結果では，歯科技工所

歯科技工士に対する質問票調査を実施し，歯科技工士の

では，「ほとんどない」との回答が 30.7％と一番多かっ

労働実態を明らかにし，労働環境等の改善に資する歯科

た． 一 方 で，
「80 時 間 以 上 100 時 間 未 満 」 が 9.7％，

技工業に関する提言やマニュアル作成を行う計画を立案

「100 時間以上」が 18.8％であり，歯科技工所によって

し た． 詳 細 は 本 研 究 総 括 研 究 報 告 書（ https://mhlw-

労働環境に差があることが窺えた（図 1）．歯科医療機

grants.niph.go.jp/niph/search/NIDD00.do?resrchNum=

関勤務の歯科技工士は，「ほとんどない」が 44.9％であ

201821005A ）に譲るが，本稿では，本研究のうち，歯

り，「80 時間以上 100 時間未満」が 4.2％，
「100 時間以

科技工所および歯科医療機関内の歯科技工士の就労環境

上」が 3.0％であった（図 2）
．

ならびに歯科技工士に歯科技工を行うことを指示する歯

歯科技工所の 1 か月の休業日数は平均 5.3 日であっ

科医療機関との契約関係について結果を分析し，法的な

た．また，1 人歯科技工所の 71％が 6 日未満であった．

側面から考察を加えることとする．
なお，本研究結果は，日本歯科技工士会実施の実態調
査 の数字よりもシビアな数字になっている部分もあ
2）
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図1

1 か月の時間外労働時間（歯科技工所勤務）

2．雇用契約，就業規則

図2

59

1 か月の時間外労働時間（歯科医療機関勤務）

⑧私は仕事をしていて着実な人生設計がたてられる

a．調査項目

b．調査結果

雇用契約，就業規則については，下記項目の調査を

職務内容に関する 8 つの意識調査のうち，①②につい

行った．
・雇用契約書作成の有無

ては，勤務場所を問わず，8 割以上の歯科技工士が「そ
う思う」
「どちらかといえばそう思う」という肯定的な

・就業規則作成・届出の有無

意見となった．一方で，⑤ついては，
「どちらかといえ

b．調査結果

ばそう思わない」
「そう思わない」という否定的な意見

歯科技工所における雇用契約について，雇用契約書は

が 50％前後となった．

60.2％の歯科技工所が「家族以外に従業員がいないため

また，勤務場所で比較すると，歯科技工所勤務の歯科

不要」としていた（図 3）．それ以外の歯科技工所（以

技工士は，歯科医療機関勤務の歯科技工士よりも，否定

下「2 人以上歯科技工所」という．）では，42.9％が雇用

的な意見が多かった．とくに③⑧についての否定的な意

契約書を作成していた（図 4）．

見の割合は 20 ポイント以上の差が生じていた（図 7 〜

就業規則については，全体としては「作成していな

14）．

い」歯科技工所が 77.8％であった（図 5）．2 人以上歯科

C．歯科医療機関との契約関係

技工所に限ってみると，39.6％が就業規則を作成し，か
つ，労働基準監督署に届けているのは 27.5％であった
（図 6）
．

1．トラブルによる取引中止
a．調査項目

3．意識調査
a．調査項目
下記職務内容に関する 8 つの意識調査を行った．な
お，アンケート調査は「そう思う」
「どちらかといえば

トラブルによる取引中止について，下記項目の調査を
行った．
・過去 3 年間にトラブルが原因で歯科医療機関との取
引中止になったことの有無

そう思う」
「どちらかといえばそう思わない」
「そう思わ

・取引中止になったトラブルの内容

ない」の 4 段階の選択式で行った．

b．調査結果

①私は今の仕事に興味をもっている

直近 3 年間にトラブルが原因で歯科医療機関との取引

②私は仕事を通じて全体として成長した

が中止になった割合は 26.6％であった（図 15）．トラブ

③私は歯科技工所や歯科診療所に勤めていたり開業して

ルの内容としては，
「料金」や「補てつ物等に関する考

いることを誇らしく思う

え方の相違」が多かった（図 16）．

④今の仕事は私に適している
⑤社会の人々は，私の仕事を尊敬するに値する仕事だと
思っている
⑥私の仕事は「やり甲斐のある仕事をした」という感じ
が得られる
⑦私は同僚や受託している歯科医療機関のみんなに認め
られている

2．歯科技工所と歯科医療機関との業務委託契約
a．調査項目
歯科技工所と歯科医療機関との業務委託契約につい
て，下記項目の調査を行った．
・補てつ物等の製作受託に関して歯科医療機関と契約
書を取り交わしていることの有無
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図3

図5

雇用契約書作成の有無

就業規則作成・届出の有無

図4

図6
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2 人以上歯科技工所における雇用契約書作成の有無

2 人以上歯科技工所における就業規則作成・届出の有無

図 7 職務内容に対する意識「私は今の仕事に興味をもって
いる」

図 8 職務内容に対する意識「私は仕事を通じて全体として
成長した」

図 9 職務内容に対する意識「私は歯科技工所や歯科診療所
に勤めていたり開業していることを誇らしく思う」

図 10

職務内容に対する意識「今の仕事は私に適している」

歯科技工業における契約の現状と契約書式案

61

図 11 職務内容に対する意識「社会の人々は、私の仕事を
尊敬するに値する仕事だと思っている」

図 12 職務内容に対する意識「私の仕事は『やり甲斐のあ
る仕事をした』という感じが得られる」

図 13 職務内容に対する意識「私は同僚や受託している歯
科医療機関のみんなに認められている」

図 14 職務内容に対する意識「私は仕事をしていて着実な
人生設計がたてられる」

図 15 直近 3 年間でトラブルが原因の歯科医療機関との取
引中止

図 16 歯科医療機関との取引中止原因

D．考

・契約書記載の内容

察

b．調査結果
歯科医療機関と業務委託に関する契約書を取り交わし

1．就労環境

ている歯科技工所は 8.1％にすぎなかった（図 17）．契

本研究では，わが国の社会問題となっている過労死の

約書の内容としては，「補てつ物等の種類・量など」や

判断の目安とされている月 80 時間以上の時間外労働を

「報酬金額」が多かった（図 18）
．

行っている歯科技工士が多数存在していることがわかっ
た（図 1，2）
．これは，歯科技工業は歯科医療機関から
の依頼から比較的近い日程での納期がある業務であるた
め，業務を行う時間的な絶対量が不足している一方で，
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図 17 歯科医療機関との業務委託契約書作成の有無

図 18
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歯科医療機関との業務委託契約書における契約項目

相当数の業務量をこなさなければ相応の収入が得られな

である（労働基準法 89 条）
．小規模の歯科技工所におい

い仕組みになっていることが原因の一つであると考えら

ては，就業規則がなくても同法上問題にはならないもの

れる．
また，歯科技工士の休日日数（1 か月平均休日日数

の，就業規則は労働者の就労環境を整備するうえで重要
なルールになるため，作成することが望まれる．

5.3 日，年間平均休日日数 63.6 日）は，すべての業種の

歯科技工士への意識調査をみると，仕事に対する興味

平均年間休日（1 企業平均年間 108.9 日，労働者 1 人平

や適性，やり甲斐などに関する質問には，「肯定あるい

均年間 114.7 日：厚生労働省「平成 31 年就労条件総合

は肯定的」な意見が多かったものの，
「社会の人々は，

調査」
）よりもはるかに少なかった．

私の仕事を尊敬するに値する仕事だと思っている」「私

本研究でも明らかになった多くの歯科技工士がこのよ

は仕事をしていて着実な人生設計がたてられる」という

うな長時間労働を行っている現状は，歯科技工士の成り

質問においては，
「否定あるいは否定的」意見が多かっ

手の減少や離職率が高い原因にもなっている．これは歯

た（図 7 〜 14）
．この意識調査からは，現在の歯科技工

科技工所の開設・管理者に，事業を営んでいるという意

士が将来を不安視している状況が窺えた．

識が不足している一面も影響しているものと思われる．

また，歯科技工所よりも歯科医療機関で歯科技工業を

このような意識は書面作成の有無にも現れている．たと

行う歯科技工士の方が，就労時間は短く，時間外労働時

えば，雇用契約書の作成が必要である歯科技工所の中で

間も少ないなど，歯科技工士の時間的負担が少なかった

も，半数以上の歯科技工所では雇用契約書が作成されて

（図 1，2）．歯科技工士への意識調査においても，歯科

いなかった（図 4）
．就業規則を作成している歯科技工

医療機関勤務の歯科技工士の方が，歯科技工所勤務の歯

所も少なく（図 5，6），経営者として法令遵守をすると

科 技 工 士 よ り も， 肯 定 的 な 意 見 が 多 か っ た（図 7 〜

いう意識が少ないことを窺い知ることができる．

14）．これらの結果からは，歯科医療機関勤務の歯科技

長時間労働が慣習化し，休日が取れない環境では，業

工士は，歯科技工所勤務の歯科技工士よりも，時間的も

務の質が低下するリスクもある．本来であれば，最低限

やりがい的にも働きやすく，社会生活のプランニングが

の労働条件について定められている労働関係法規が遵守

しやすい環境であることが示唆された．この違いは，組

されなければならないが，多くの歯科技工所で雇用契約

織の経営状況が多分に影響しているものと思われる．

書や就業規則が作成されていない実状から，就労してい
る歯科技工士自身もどのような権利があって就労してい

2．歯科医療機関との契約関係

るのかを認識していない可能性も考えられる．さらに

直近 3 年間でトラブルが原因で歯科医療機関との取引

は，現実的に労働関係法規を理解・遵守していない歯科

が中止になった歯科技工所の割合は 26.6％と決して少な

技工所が存在する可能性もある．そのため，歯科技工士

くなく（図 15）
，「料金」や「補てつ物等に関する考え

の養成・確保・定着をはかるためには，就労時間や休日

方の相違」から中止となったものが多かった（図 16）．

と同様，働きやすい環境を整備すべく，雇用契約書や就

歯科技工所の経営は，歯科医療機関からの業務委託に

業規則を作成・整備し，最低限のルールを明示したうえ

よって成り立っていることからすると，取引中止による

で，就労することが求められる．

経営への影響は大きいものである．このように，取引中

なお，就業規則は，労働基準法上，作成，届出義務が

止が少なくない原因としては，歯科医療機関と歯科技工

あるのは「常時 10 人以上の労働者」を使用する使用者

所の力関係や契約内容のあいまいさによる部分も少なく

歯科技工業における契約の現状と契約書式案

図 19
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業務委託契約書の例

ないと考えられる．具体的には，歯科医師と歯科技工士

業務を行わざるを得ない状況から，歯科技工所の経営を

との間での歯科技工に関する業務委託契約の内容につい

圧迫するに至っていることも多い．歯科医師と歯科技工

ての取り決めが明文化されていないところが多数である

士との間の意思疎通の齟齬を事前に解消し，歯科技工士

ため，歯科医師と歯科技工士との間の意思疎通の齟齬が

の労働の質を担保できれば，日々良質な補てつ物等の提

生まれ，トラブルに発展しているケースが少なくないも

供が行われ，歯科技工士の確保や定着をはかることが可

のと考えられる．業務委託契約書を作成している歯科技

能となる．したがって，歯科医師と歯科技工士との間で

工所はわずか 8.1％しかない原因としては，多くは従前

書面による業務委託契約が締結されることが強く望まれ

から慣習的に双方の信頼関係に基づいて行われてきたた

る．

めであると考えられるが，一般的に委託側（歯科医療機

業務委託契約を締結することは，歯科技工士が歯科医

関）が受託側（歯科技工所）を選択する立場にあるこ

師と協働するとの意識を強くもつことにもつながる．な

と，補てつ物等は口腔内に装着されて初めて価値を持つ

お，業務委託契約を結ぶ時，委託内容でもっとも大きな

ことなどから歯科医療機関側にイニシアチブがあるこ

ポイントの一つは「再製作」に関連する費用負担の帰属

と，歯科医師は契約に対する意識が乏しいことなどが考

の問題であると考えられる．この点については，業務委

えられる．

託契約書内には，再製作に至る原因ごとに，その費用負

このようなトラブルから最終的に不利益を被るのは，

担の帰属を列記するのが一般的と考える．もっとも，

患者や歯科医療機関であるが，たとえば，新製した補て

90％以上の歯科技工所が業務委託契約書を作成していな

つ物が不適合だったり，クラウン・ブリッジ維持管理期

い現状では，まず歯科医療機関となんらかの業務委託契

間中の再製作の際に，無償での再製作を余儀なくされる

約を結ぶことを推進することを優先すべきである．

歯科技工所も少なくないなど，歯科技工所の費用負担で

図 19 に示す業務委託契約書例は，必要最小限の条項
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を入れたものであり，この契約書例が活用されることを
期待するものである．
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E．まとめ

歯科医師と歯科技工士の緊密な連携は適切な歯科医療
の提供に不可欠である．両者間の協働の意識を強くする
とともに，歯科技工士の労働の質の向上を図り，歯科技
工業を持続可能なものとすることが必要である．
業務委託契約書を取り交わすことで，これまでの相互

1．雇用契約書や就業規則を作成する
歯科技工士の養成・確保・定着をはかるためには，雇
用契約書や就業規則を作成・整備し，最低限のルールを
明示した上で，就労することが求められる．

理解の上に成立していた委託・受託の関係がより強固な
ものとなり，歯科技工士の労働の質を保証し，トレーサ

2．業務委託契約書を作成する

ビリティの確保につながることに疑いはない．現在の社

適切な歯科医療を提供し続けるためには，歯科医師と

会では，生産・製造されるすべてのものに，振り返って

歯科技工士との間のさらなる連携体制の整備は必須であ

生産場所，作られるプロセスを後追い（トレース）して

る．業務委託契約書の作成は，両者の連携を強固にする

把握できること（トレーサビリティ）がきわめて日常的

とともに，歯科技工士の労働の質を保証し，トレーサビ

になっており，補てつ物も例外ではない．粗悪な下請け

リティの確保にも資するものとなる．

作業を防ぐ意味でも，また，海外技工物であることを秘
して保険診療で提供されているケースなど，トレーサビ
リティが確保されていない違法補てつ物が普及されるこ
とを防ぐためにも，さらには，何より信頼される補てつ
物の質を保証するために，歯科医療機関と歯科技工所は
適切な業務委託契約書を作成すべきであると考える．

したがって，歯科技工業を行うにあたっては，業務委
託契約書を取り交わすことが強く望まれる．
文

献

1）厚生労働省：衛生行政報告例，歯科医療振興財団調
べ，2018.
2）日本歯科技工士会：「2018 歯科技工士実態調査」報告
書，2019 年 1 月 31 日発行．
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シンポジウムⅣ

義歯「温故知新」木床義歯から CAD/CAM 義歯まで

義歯製作の客観的ガイドラインと CAD/CAM デンチャー
佐藤補綴研究室

佐藤

A．はじめに
長寿社会を迎え健康で長生きできる高齢者歯科医療の

幸司

部位に付与することである．
本稿では，これらについて概説する．

B．義歯の歴史，温故知新

充実が求められ，義歯も質的需要が高度化してきてい
る．近年，歯科医療現場も高度に進化した歯科医療技術

義歯製作の歴史は，紀元前 2,500 年頃の古代エジプト

（デジタル デンティストリー）の進歩により，アナログ

時代からあったといわれている．わが国独自の木床義歯

との融合時代に歯科医療も変化している．歯科医療で最

は，つげの木で作られた木床義歯が最古とされている

も重要な要素は，ヒューマン デンティストリーである．

が，いつ頃から作り始めたられたかは定かでない（図

また，デジタル化やマテリアルの硬度化に対して，咬

1）
．当時の義歯は，木床義歯に抜けた歯を加工した技術

合設定基準や咬合のコンセプトが重要である．義歯の製

や，木床に蝋石，獣骨，象牙，貝等を素材として加工し

作も簡便で，客観的な根拠により効率的な二義的人工臓

製作されていた．その後，木床義歯から，1855（安政

器義歯の製作システムが求められている．わが国におけ

2）年にチャールズ・グッドイヤーが発明した蒸和ゴム

る義歯の歴史は，江戸時代中期以降の木床義歯があり，

によるゴム床義歯が用いられるようになった（図 2）
．

ゴム床義歯については，1855（安政 2）年にチャール

日本でもゴム床義歯にお歯黒陶歯が用いられてきた．江

ズ・グッドイヤーにより考案された蒸和ゴムによるゴム

戸時代の浮世絵などに描かれた当時の女性の口元を見る

床義歯がある．現在のレジン床義歯が登場するまでの

と，歯を黒く染めてあるのがみられる．お歯黒陶歯を用

間，義歯床用材料として用いられてきた．

いた義歯は昭和の初期まで用いられていた．近年では歯

そこで，無歯顎臨床技工で重要な要素となる印象体を

科医学の進歩により，加工技術の発達に伴いレジン床義

大別すると，概形印象体と機能印象体に分類される．模

歯による製作技術も高度化し，ナノフィラー含有の高密

型上に表現された組織と解剖学的ランドマークを熟知し

度なハイブリッドタイプの人工歯やハイインパクトタイ

模型を分析することが重要である．その上で，臨床症例

プによる重合精度も用いられている．

に対する咬合平面と咬合彎曲を設定し，力学的・生理学
的なゾーンに患者固有の人工歯排列と咬合様式を適切な

図 1 江戸時代中期（1538 年）つげの木で作られた日本最
古と思われる木床義歯．願成寺（和歌山市）70 代で
亡くなった仏姫のものだとされている

（愛知県歯科医師会館「歯の博物館」資料より）

図 2 チャールズ・グッドイヤー
が考案した蒸和ゴムによる
ゴム床義歯とお歯黒のゴム
床義歯（愛知県歯科医師会館
「歯の博物館」資料より）
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図3

個人トレーの外形線とガイドライン

図5

図4
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上顎個人トレー製作のガイドラインと外形線指標

咬合テンプレートを用いた臼歯人工排列

C．客観的な個人トレーの外形線

一方，水平的な設定基準として，パウンドライン（前
方は犬歯の近心隅角と後方はレトロモラーパット（
（臼後
三角）
）の内側壁を結んだライン）より内側寄りにならな

個人トレーの外形線は，概形印象模型から考察され

いように人工歯排列を避けることが重要である．また，

る．義歯床の辺縁封鎖および義歯の安定と吸着が得られ

患者固有のデンチャースペース（ニュートラルゾーン）

る目的から，可動粘膜と不動粘膜の境界部に設定される

内に人工歯排列を行うことも重要である（図 5）．

ことが望ましい．その位置は，可動性粘膜部となる義歯
床周辺の筋肉付着部（起始部）を見極めることが重要で

E．前歯部人工歯の排列基準とガイドライン

ある．下顎の外形線で注意する箇所は，頰側外斜線（頰
棚）部に頰筋の起始部で，舌側は顎舌骨筋の起始部（顎

前歯部は，顔貌に調和した人工歯排列の考察として，

舌骨筋線）が指標となる．いずれも患者固有の許容範囲

骨格的要素，発生学的要素，生理学的要素の考察が重要

内が個人トレーの外形線を決定し製作される．後方は，

である．前歯部の排列には，患者の顔貌や発音等の機能

口蓋小窩やレトロモラーパットを含んで製作し，唇側部

に深く関わっている．そのため，もともと天然歯が存在

の辺縁は，オトガイ筋の起始部を指標に各小帯（下唇小

していた状態に回復することが望ましい．

帯・頰小帯・上唇小帯・舌小帯）の起始部が指標で，可

解剖学を重要視した口腔周囲組織に調和させた部位

動粘膜と不動粘膜の境界をランドマークし辺縁の決定を

に，人工歯排列を行う．具体的な臨床術式は，唇舌的位

行う（図 3，4）
．

置と垂直的位置，水平的位置を顔貌に調和した客観的な

D．客観的な人工歯排列基準と咬合平面設定の
ガイドライン

位置に排列することが重要である．上顎中切歯の舌側基
準値を切歯乳頭頂から唇側の辺縁部まで，約 7 〜 9 mm
のゾーンで患者固有の許容範囲内で決定される．垂直的
な位置は，咬合高径の ½ プラスαがガイドラインであ

人工歯排列で重要なことは，患者固有の客観的な咬合
平面の設定基準（ Class1, Class Ⅱ，Class Ⅲ）症例によ
り異なるガイドラインを付与することである．人工歯排
列のガイドラインとして，垂直的，水平的なガイドライ

る（図 6）．

F．無歯顎補綴で押さえておきたい重要なガイ
ドライン

ンがある．垂直的な設定基準として，前方決定は咬合高
径の ½ を基準に，後方決定基準はカンペル平面と両側

1．カンペル平面（ Camper plane ）

レトロモラーパット（臼後三角）がガイドラインとなる．

カ ン ペ ル 平 面 と は， 鼻 聴 導 平 面 Camper（1722 〜

義歯製作の客観的ガイドラインと CAD/CAM デンチャー
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上顎前歯人工歯排列の客観的ガイドライン

1789）が頭蓋の基準として想定した平面である．左右の
鼻翼下点と外耳道上縁を結んだ線（鼻聴導線）で決定さ
れる平面で，この平面は咬合平面とほぼ平行な関係にあ
ることから，無歯顎者の咬合平面を設定する際の基準と
なっている．
また，全歯列の歯冠補綴を行う場合の咬合平面決定の
基準となり，歯科補綴学にとって重要な平面である．補
綴学的平面ともいわれる．フランクフルト平面に対して
約 8 〜 15°
前傾した位置関係である．

図7

ボンウィル三角

日本人有歯顎者の咬合平面は，鼻翼下縁と耳珠下縁を
結んだ線を含む平面であるとしている．
上顎の大臼歯は頰側へ傾斜を与えるべきである．
2．スピーの彎曲（ Curve of Spee ）
ドイツの解剖学者 Spee（1890）は，頭蓋骨における

ウィルソンの彎曲は咬合の概念として考え出されたも
のであり，天然歯および義歯における咬合彎曲である．

天然歯列の排列状態を側方から観察し，下顎の小臼歯お
よび大臼歯の頰側咬頭頂を連ねる線はある中心をもつ円

4．バルクウィル角（ Balkwill angle ）

弧を示すことと，さらにその円弧は下顎頭の前方を通過

英国の補綴学者（ Balkwell 1866 年）が発表した，下

し円弧の中心は両眼窩を二等分する面上であるとした．

顎頭と下顎切歯点を結ぶ線と咬合平面とのなす角度のこ

スピーの彎曲は，下顎犬歯の尖頭から始まり，小臼歯と

とである．ボンウィル三角の咬合平面とのなす角度と同

大臼歯の頰側咬頭を連ねた解剖学的彎曲であると定義し

じで，その角度は 23 〜 30°
で平均 26°
としている．日本

ている．
下顎の臼歯部頰側咬頭，犬歯尖頭を連ねた天然歯列の
前後彎曲を，最初に歯の前後彎曲を指摘した Spee にち

人の場合，この角度は 20 〜 23°
とされている．この角
度はボンウィル三角とともに咬合器の設計，製作上重要
な基準となっている．

なんでスピーの彎曲と呼んでいる．
矯正学上からの意見では，咀嚼時に適当な機能を与え
るために存在し，満足すべき機能平衡状態では彎曲は浅
いといわれている．

5．ボンウィル三角（ Bonwill triangle ）
ボンウィル三角とは，下顎三角，左右両側下顎頭上面
中央部頂点と左右下顎中切歯の近心切縁隅角間の中点す
な わ ち 切 歯 点を 結 ぶ 三 角 形 であ る（図 7）．1859 年 に

3．ウィルソンの彎曲（ Curve of Wilson ）

Bonwill は こ の 三 角 形 を 一 辺 の 長 さ が 平 均 4 inch

ウィルソンの彎曲とは，側方彎曲 Lateral Curve，左

（10.16 cm ）の正三角形として報告した．その後の研究

右側の大臼歯の頰舌側咬頭を連ねてできる側方彎曲のこ

でこれに関する反論は多くあるが，この数値は現在に至

とである．この彎曲は上下的に存在し，前頭面に投影し

るまで改変されていない．下顎の大きさを表現するもっ

てみるといずれも下方に凸を示す彎曲である．下顎の歯

とも基準的な値として用いられている．各個人により，

牙は舌側に傾斜し，上顎は逆に頰側へ傾斜していること

この値は多少異なる（平均 9.12 〜 10.8cm ）が，下顎の

によるものである．

運動がこの三角形の 3 頂点の運動様式によって表現され

義歯床の安定を考えるとき，下顎の大臼歯は舌側へ，

る意味で，補綴学的に重要視されている．
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G．おわりに
義歯製作の客観的なガイドラインとなる指標を整理
し，それを臨床応用することが重要である．咬合の基本
となる源流は，解剖学と生理学が基本であり，シンポジ
ウムⅣでは，総義歯の製作に欠かすことのできないガイ
ドラインを述べてきた．特に咬合を考える読者に少しで
も お 役 に 立 てれ ば 幸 い で ある． 今 後， デ ジ タ ルデ ン
チャー製作のガイドラインとしても用いられる重要なポ
イントである．
図 8 CAD/CAD

Degital dentures

（Ivoclar Vivadent 社提供）
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CAD/CAM 用歯科材料
―除去加工用材料と付加製造用材料―
東京医科歯科大学大学院 口腔機材開発工学分野

高橋 英和

岩崎

A．デジタルデータを用いた歯科医療
歯科治療においてデジタルデータを用いた機材が広く

直彦

土田

優美

B．除去加工法に用いられる材料
前述のように条件さえ整えばどんな材料でも除去加工

使われつつある．代表的なものは技工用スキャナ，口腔

による成形は可能である．除去加工用材料として必要な

内印象採得装置，CT スキャンなどである．デジタル

性質をまとめると表 1 のようになる．歯科で使用もしく

データとは 0 と 1 の二進法で書き換えられた映像・音・

は使用を検討されている材料を表 2 に示すが，本稿では

数値・テキストなどのデータのことである．情報がデジ

これらの材料の中で広く使用されている，もしくは今後

タル化されたことで，正確な複製と加工がコンピュータ

の使用が期待されている材料について紹介したい．

で処理可能となり，インターネットで瞬時に遠隔地に情
報を送ることもできるようになった．
補綴物製作用の CAD/CAM システムは基本的には次
の 3 ステップからなっている．
（1）患者口腔内の形状を数値として読み取る（Digitizing）
．
（2）PC が作り出す 3 次元画像の中で補綴物を設計する
（ CAD ）．
（3）補綴物の設計データを基に加工機に適した材料の加
工条件を設計し，加工する（ CAM ）
．
現在の歯科用 CAD/CAM で使用されている加工法は

1．2 ケイ酸リチウム
この材料は除去加工後にガラスマトリックスの中に 2
ケイ酸リチウムの細長い結晶を析出させて強くさせる材

料であり，商品名では e-max-CAD（ Ivoclar Vivadent ）

である．850 ℃で熱処理することで細長い結晶に成長す

るが，ほとんど寸法変化がなく，曲げ強さが 400MPa
前後になり，3 本ブリッジまでの応用が可能とされてい
る．透明性が大きいので審美的に優れている．日本の
メーカーもこの分類の製品を販売予定と聞いている．

除去加工と付加製造である．除去加工は塊をつかんで工
具により切削する方法であるが，加工時間を気にしなけ

2．ジルコニア

ればどんな材料でも加工することが可能である．しか

ジルコニアは酸化ジルコニウム（ ZrO2）の俗称であ

し，工具の直径よりも小さな穴やくぼみの加工ができな

り，金属のジルコニアやジルコン（ ZrSiO4）と混同され

い，加工工具のネック部が干渉するために急傾斜の加工

ていることがあるので注意をしていただきたい．本来，

がむずかしいことがある，大きな塊を少しずつ小さくし
ていく工程に時間がかかる，などの問題点もある．付加
製造には後述するようにいくつかの方法があるが，下か
ら一層ずつ成形し，その上に次の層を積み足して成形す
るので，内部に空間を作って軽量化を図ることが可能で
ある．しかし，使用する材料に制限がある，積み足した
層間の結合が不十分なことがある，製品の強度に異方性
があることがある，最終製品としては十分な強さを有し
ていないことがある，はみ出した部分があるとその下に
サポートを置く必要がある，などの欠点もある．

表 1 除去加工用材料の必要な性質
1．CAM 装置に固定可能である（適切なハンドルもしくは
ホルダーが用意されている）
2．切削・研削可能である．
3．切削・研削工具の消耗が少ない．
4．切削・研削時間が短い．
5．切削・研削によりチッピングしない．
6．切削・研削後の形態修正が可能である．
7．材料全体の切削・研削の性質が均一である．
8．切削・研削後の簡単な処理により目的の寸法・性質に
変化できる．
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除去加工用に用いられる主な材料
ガラスセラミックス
長石系

1,170℃

リュウサイト系
1．セラミック材料

2 ケイ酸リチウム系

950℃

2,370℃

2,370℃

高密度焼結材料
TZP（3Y）

TZP（3Y-LH）
PSZ（5Y）

2．金属系

コバルトクロム合金
純チタン及びチタン合金

図1

ジルコニアは正方晶から単斜晶へ相転移すると，約
4％体積膨張する

アクリルレジン
ガラス繊維強化型プラスティック
3．有機材料系

コンポジットレジン
ワックス
PEEK

の際に線収縮で 20 ％程度の収縮を引き起こすが，等方
性に収縮させるために粉末を等方性に圧縮することが重
要である．この収縮量をあらかじめ予測して大きく加工
することで焼結後の寸法が設計した修復物と同じになる

ジ ル コ ニ ア の 結 晶 系 は 常 温 で は 単 斜 晶（ monoclinic

ようにしている．この収縮量の補正は CAD/CAM が開

crystal ） と 呼 ば れ る， 各 面 が 平 行 四 辺 形 の 結 晶 で あ

発されたからこそ可能となった．

る．加熱すると 1,170 ℃以上で正方形の底面と長方形の

ジルコニアの強さが大きいのは，添加元素により本来

側面からなる正方晶（ tetragonal crystal ）になる．さら

の結晶系である単斜晶を正方晶にすることで，破壊時の

に 2,370 ℃以上に加熱するとすべての面が正方形の立方

亀裂進展に対する抵抗力が大きくなっているためであ

晶（ cubic crystal ）になる．もっと高温に加熱すると液

る．すなわち，破壊時の亀裂が進展すると，亀裂先端に

体となる．それぞれに結晶の密度は 5.81，6.05，5.57 で

ある正方晶ジルコニアが亀裂の進展より密度が小さい単

あり，結晶相が変わる際には体積変化を伴う（図 1）
．

斜晶に相転移する．その際，約 4 ％の体積膨張が生じる

ジルコニアに不純物としてジルコウム（ Zr ）より大き

ため，体積膨張により亀裂先端に閉じるような力が発生

なイオン半径をもつ Y，Ca，Mg，Ce を固溶させると，

し，亀裂の進展が阻害される．そのため PSZ は高靭性

本来の室温での安定相である単斜晶以外の結晶層にする

のセラミックスと呼ばれ，ハサミやナイフにも利用され

ことができる．ジルコニアとイットリアの 2 元状態図を

ている．

図 2 に示す 1） が，ジルコニアに安定化元素の Y または

PSZ は常温での本来の安定相は単斜晶であるため，何

Ce をそれぞれ 3mol ％および 10 〜 12mol ％含有させた

かのきっかけで単斜晶に相転移し，強さが減少する．こ

時，急速な冷却などにより高温で安定な正方晶を室温で

れを低温劣化と呼ぶが，微量のアルミナを添加すること

も安定に存在させることができ，正方晶多結晶体（ TZP,

でこの低温劣化を防ぐことが知られている．しかし，ア

tetragonal zirconia polycrystal ）と呼ばれる．さらに安

ルミナはアルミナ陶材で知られているように白色であ

定化元素のジルコニアへの固溶量を多くすると正方晶と

り，ジルコニアの透光性を減じていた．TZP のような

立方晶が混在することができ，部分安定化ジルコニア

多結晶体では入ってきた光が結晶粒界で屈折したり反射

（ PSZ, partially stabilized zirconia ）と呼ばれる．さらに

するために透光性が低くなってしまう．そこで低温劣化

固溶成分を多くすると立方晶が安定化され立方晶安定化

を生じない範囲でアルミナの含有量を減少させた製品が

ジ ル コ ニ ア（ CSZ, cubic stabilized zirconia ） と 呼 ば れ
る．ジルコニアは屈折率が大きく , さらに等軸晶の CSZ
の単結晶体は光の直進性が強いので模造ダイヤモンドと
して使用されている．

2010 年頃に出現した（以降，これを TZP-3Y とし，従

来 の ア ル ミ ナ の 含 有 量 の 多 い 製 品 を TZP-3YHA と す

る）
．確かに TZP-3Y は TZP-3YHA よりも透光性は改善
されたものの前歯部に使用するには十分な透光性が得ら

歯科ではこれらジルコニア粉末を CIP や HIP と呼ば

れていない．そのため，TZP に陶材を前装することで

れる全体を圧縮する方法で成形してから半焼結したディ

審美性の回復が試みられていた．しかしながら，ジルコ

スクもしくはブランクを除去加工している．加工後に

ニア前装用陶材は基本的に長石系陶材であり，曲げ強さ

1,350 〜 1,600ºC で加熱することで焼結し，空隙を減少

は 100MPa 前後であり，臨床での前装陶材の破折症例

させ結晶粒径を 1μm 以下の大きさに成長させる．焼結

が多く報告された．そこで前述の 2 ケイ酸リチウムの加

CAD/CAM 用歯科材料

図 2 ジルコニアとイットリアの 2 元状態図．温度とイッ
トリア含有量により，単斜晶，正方晶，立方晶とな
る（文献 1 より引用改変）

図3
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ジルコニアの曲げ強さと光透過率との関係

（文献 2 より引用）

ほど耐摩耗性が大きく，モノシリックのジルコニア冠を
熱加圧型セラミックスを前装する方法が提案された．

天然歯と咬合させた場合に対合歯が摩耗する心配があ

透光性を改善するために 2014 年にイットリア含有量

る．いくつかの研究によれば滑沢に研磨したジルコニア

を 5mol ％にした立方晶系のジルコニアを含有する製品

はエナメル質よりもエナメル質を摩耗させないとの報告

（ PSZ-5Y ）が市販された．前述のように立方晶は透光

がある．しかしながら，摩耗試験にはいろいろな要因が

性に優れるので，そのままで，前歯部への使用も可能と

あるため実験室の研究結果をそのまま信じることは危険

なった．しかし，立方晶の体積は単斜晶より小さいた

であり，実際の口腔内でのジルコニア冠装着後の経過観

め，正方晶の増加は透光性では利点となったが強さを減

察が重要である．いずれにせよ，表面を滑沢にすること

ずることとなり，曲げ強さは 600MPa 程度となった．

が望ましいが，グレーズ陶材を前装して滑沢にすると新

そこで，イットリアの含有量を 4mol ％にした製品も市

たな問題が生ずる．グレーズ用陶材の主成分は長石系陶

販された．このようにイットリアの含有量の増加による

材であり，ジルコニアの強さと比較すると非常に弱い．

透光性の増加と強度の減少は相反する関係にある1，2）（図

そのため，この陶材が咬合により破折すると，表面が粗

2，3）．

造となって対合歯を摩耗させてしまう．そのため，ジル

高透光性の PSZ-5Y は臼歯部ではそれほど問題がない

ものの，前歯部では単色の修復物の審美性は必ずしも十

コニアの表面はダイヤモンドを含有する研磨器具で滑沢
にするべきである．

分ではないため，ステイン材等での着色がなされてい
る．そこであらかじめ色の濃さの異なる多層のディスク
が市販された．これらの製品のなかには色調の濃い歯頸
部に TZP-3Y を使用して十分な強度を確保し，エナメル

部に PSZ-5Y を使用して切縁部の透光性を得ようとして
いる製品もある．ジルコニアの粉末メーカーとして歯科

3．コバルトクロム合金
コバルトクロム合金，チタン，チタン合金のディスク
を除去加工する方法もあるが，効率が悪く時間を要す
る．そこで，ジルコニアのブロックと同様にコバルトク
ロム合金粉末で圧粉体を作製し，これを半焼結したもの

領域に広く粉末を供給している東ソーでは，違う成分の

を除去加工する方法が考案され， ceramill sinton

ジルコニアを積層して使用することは想定していなかっ

いう製品が Amann Girrbach より市販されている．加工

と

たため，異なる成分を積層したディスクでは焼成時に変

時には切削しやすく，加工終了後に焼成して使用する．

形の恐れがあるとのことである．成分が異なる多層ディ

ジルコニアと同様，焼成により収縮するため CAD で大

スクを使用する際には変形が生じていないか十分に観察

きくしたものを除去加工する．

する必要がある．
ジルコニアの硬さは 1,200HV であり，ヒトエナメル
質の 400HV よりも大きい．一般的に硬さが大きい材料

4．ガラス繊維強化型レジンブロック
ガラス繊維は透明で機械的性質に優れている．このガ
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図 4 ガラス繊維強化型レジンブロックの割断面の走査電
子顕微鏡写真．ガラス繊維が織り込まれたものが積
層していることが観察できる（文献 3 より引用）
図5

ガラス繊維強化型レジンブロックの曲げ強さに及ぼ
すガラス繊維の走行による影響（文献 3 より引用）

図6

小臼歯部用 CAD/CAM 冠用レジンブロックの曲げ強
さ（文献 4 より引用改変）

ラス繊維を織り込んだ布を重ね合わせてレジンで固めた
ガラス繊維強化型レジンブロックの製品が

Trinia

と

して松風より市販されている．これは図 4 に示すように
織ったシートが積層されている 3）．ガラス繊維は繊維の
長軸方向には強いが直交方向では補強効果はない．実際
にガラス繊維方向の異なる棒状試験片を作製し，曲げ試
験を行った．ガラス繊維が試験片の長軸方向に配置され
ている＋や−に負荷した時の曲げ強さは 400MPa であ
るが，ガラス繊維の積層方向に負荷した時の曲げ強さは
100MPa 程度であり，荷重方向により曲げ強さは大きく
異なっている（図 5）
．臼歯ブリッジに咬合面から荷重
を加えることを想定した場合，最も大きな引張応力が支
台歯ポンティック側の歯頸部の頰舌方向に生じるが，
ディクスから削り出したブリッジでは頰舌方向にガラス
繊維シートが配置されているためブリッジの破損は生じ
にくいものと思われる．
が生じる曲げ試験で評価することが多い．CAD/CAM
5．コンポジットレジンブロック

冠に用いられるコンポジットレジンの機械的性質も曲げ

2014 年 4 月より小臼歯部への CAD/CAM で製作した

試験で評価されることが多い．しかしながら歯冠修復用

コンポジットレジンジャケット冠（以下，CAD/CAM

コンポジットレジンの曲げ試験に用いる試験片形状は，

冠 と 呼 ぶ ） が 保 険 に 導 入 さ れ た． 保 険 適 用 の CAD/

1 歯相当分のレジンブロックには大きいためそのままで

CAM 冠用レジンブロックの条件としては「シリカ微粉

は試験片を作製できない．そこで，歯科用セラミックス

末とそれを除いた無機質フィラーの 2 種類のフィラーの

で用いられている試験片寸法で最も小さい形状の試験片

合計が 60 ％以上であり，重合開始剤として過酸化物を

を作製して 3 点曲げ強さを測定した（図 6）．乾燥条件

用いた加熱重合により作製されたレジンブロック」とし

で試験した曲げ強さは 140 〜 240MPa で，比較したセラ

か求められておらず，機械的性質がどのようなものであ

ミックブロック（図中の VIT ）の値より大きかった．

るかの要求事項がない．保険適用 CAD/CAM 冠用レジ

口腔内の使用を考えると，CAD/CAM 冠は吸水による

ンブロックは各社から多数の製品が申請され，保険適用

影響を受けるため，水中保管を 1 週間したのちに 3 点曲

を認められているが，それらの機械的性質は，保険適用

げ強さを測定したところ 120 〜 200MPa に，平均で約

当初は明らかではなかった．各社のパンフレットを見る

80 ％に減少した．さらに 5 ℃の冷水と 55 ℃の温水にそ

と「曲げ強さ」
「3 点曲げ強さ」
「2 軸曲げ強さ」
「圧縮強

れぞれ 1 分間浸漬することを繰り返すサーマルサイクル

さ」など，いろいろな方法で測定した機械的性質が示さ

試験を 10,000 回行ったところ，さらに曲げ強さは 120

れている．材料の機械的性質は引張試験で行うことが望

〜 190MPa に減少していた 4）．これは比較として測定し

ましい．しかし，セラミック材料などは引張る時に掴む

たセラミックブロックでは観察されない現象である．

ところで壊れてしまうことがあり，引張応力と圧縮応力

保険適用当初には製作物の 12 ％に問題が生じ，脱離

CAD/CAM 用歯科材料
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保険適用された大臼歯用 CAD/CAM 用レジンブロック

保険適用希望者

販売名

適用開始

ジーシーデンタルプロダクト
YAMAKIN

セラスマート 300
KZR-CAD HR ブロック 3 ガンマシータ

29.12.1 〜
30.1.1 〜

クラレノリタケデンタル

カタナ アベンシア P ブロック

30.1.1 〜

トクヤマデンタル

エステライト P ブロック

30.2.1 〜

山八歯材

アルテサーノデュール

30.6.1 〜

デンケンハイデンタル
松 風

ブリージョ CAD H ブロック
ブロック HC スーパーハード

31.4.1 〜
31.4.1 〜

表4

レジンブロックの規格での要求値

JIS T6517
咬合面に適応
する場合

保険適用の材料条件

JDMAS 245：2017
タイプ 1a
前小臼歯

タイプ 1b
前小臼歯

タイプ 2
大臼歯

シリカ微粉末とそれを除いた
無機フィラー（％）

タイプ 1
小臼歯

タイプ 2
大臼歯

合計が
60 以上

合計が
70 以上

ビッカース硬さ
（HV0.2）

18 以上

55 以上

55 以上

75 以上

75 以上

37℃水中に 7 日間浸漬後の
3 点曲げ強さ（MPa）

80 以上＊

100 以上

160 以上

240 以上

240 以上

吸水量
（μg/mm2）

40 以下

40 以下

32 以下

20 以下

20 以下

溶解量
（μg/mm2）

7.5 以下

7.5 以下

5,0 以下

5.0 以下

5.0 以下
＊

：製作後 37℃水中に 1 日間浸漬

が 9 ％，破折が 2 ％であったとの報告がされた 5）．この

者の組合である日本歯科材料協同組合では小臼歯用と大

原因としては歯科医師の不適切な支台歯形成，装着時に

臼歯用の要求値とその測定方法を組合規格として制定し

適切な接着セメントを使用していないなどのことが指摘

た．この要求事項を満たす大臼歯用製品としてジーシー

された．そのため日本歯科補綴学会から CAD/CAM 冠

より Cerasmart の保険適用が申請された．保険適用に

に関するガイドラインを示され，適切な接着操作が必要

あたり組合規格よりもさらに厳しい要求値が示され，

とされた．その後の CAD/CAM 冠の予後調査では再製

C2（新機能・留意事項変更）として平成 29 年 12 月に

作率は 3 ％以下とされ従来の鋳造冠と同程度とされてい

承認された．保険適用後には各社より大臼歯部用の保険

る 6〜8）．再製作の理由をみるとおおよそ 1/3 が亀裂や破

適用材料として市販されており，代表的製品を表 3 に示

折，1/3 が不適合とされている．CAD/CAM 冠は支台歯

す．組合規格作成時にはどのメーカーも要求値を満たす

に鋭利な部分があると切削工具が入らないため，鋭利な

製品がなかったが，ごく短時間で厳しい要求値を満たす

部分を含めて大きく削ってしまい，適合が悪くなる．鋳

製品を販売できた日本のメーカーには敬意を表したい．

造冠に用いる金属よりコンポジットレジンの弾性係数は

保険適用にあたって要求値が厳しくなったことで，日本

小さいために，咬合力でクラウンが圧縮されたとき，コ

歯科材料協同組合では規格を改正し，その中で，分類と

ンポジットレジンはより側方に広がるようになり，脱離

して「タイプ 1a，1b

前歯部および小臼歯用」「タイプ

しやすくなることが指摘されている．そのため，適切な

2

維持力が発揮されるように，CAD/CAM 冠内面はサン

値の提案をしている 9）．これらの要求値をまとめたもの

ドブラスト処理の後にシラン処理をして接着することが

を表 4 に示す．

推奨されている．

前歯，小臼歯および大臼歯用」とした 3 種類の物性

これらの物性を検討したところ，表 3 に示す製品は要

CAD/CAM 冠の機械的，物理的性質の要求事項が明

求値を満たしていた．曲げ強さが大きくなったことによ

確でないまま小臼歯への保険適用がされたが，製造販売

り除去加工しにくいことが考えられるが，小臼歯用製品
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付加製造法の種類

造形方法の名称

他の名称

（ISO/ASTM 25900：2015 での名称）

（通称，商標など）

1．材料押出（material extrusion）

熱溶解積層（熱融解積層）
FDM（Fused Deposition Modeling）
FFF（Fused Filament FabricaIion）

2．液槽光重合（vat photopolymerizalion）

光造形 SLA（Stereolithography）

3．材料噴射（material jetting）

インクジェット式
マテリアルジェッティング
MJP（Multi Jet Printing）, PolyJet

4．結合材噴射（binder jetting）

インクジェット式
バインダージェッティング

5．粉末床融解結合（powder bed fusion）

CJP（Color Jet Printing）

6．シート積層（sheet lamination）

SLS, SLM

7．指向性エネルギー堆積

シート積層

（directed energy deposition）

レーザーデポジション
LMD（Laser Metal Deposition）
DED（Direct Energy Deposition）

より除去しにくく，辺縁部でのチッピングも生じにくい
ことが明らかとなっている．

る 10）．
付加製造の基礎的な考え方は日本人が最初に考案した

以上のように，CAD/CAM 冠用コンポジットレジン

とされている．付加製造法には大きく分けて 7 つの方式

ブロック製品には大臼歯用と小臼歯用がある．小臼歯用

がある（表 5）．これらの中で，現時点で歯科医療にす

の製品の物性は製品による違いが大きい．大臼歯用は小

でに応用されているものは，液槽光重合，材料噴射，粉

臼歯用より物性に優れている．また，いずれの製品も接

末床融解結合である．

着操作が脱離を防ぐために重要である．
1．液槽光重合
6．PEEK
PEEK（ポリエーテルエーテルケトン）は高い耐熱

液槽光重合方式は液体の光重合型モノマーをプラット
フォームに一層ずつ光（多くは紫外線）で硬化させて，

性，機械的強度，耐薬品性，生体適合性などに優れた熱

造形するものである．造形物を少しずつ沈めて上部のモ

可塑性高機能プラスチックスである．フィラーを加える

ノマーを重合する沈降方式と，造形物を少しずつ引き上

ことで広い範囲の物性を有する製品が供給されている．

げて下面の隙間のモノマーを重合する吊下げ方式があ

今般，薬機法の認証を取得した製品が市販されているの

る．沈降方式は液槽の深さは造形物の高さより深く，モ

で今後の応用が期待されている．

ノマーを常に液槽上まで入れておく必要がある．吊下げ

C．付加製造に用いられる材料

方式では下面から光が透過して重合するので，下面の物
質に光透過性と重合体との離型性が求められるが，液槽
の深さは浅いもので十分で，モノマーの必要量も沈降方

3 次元モデルデータから得られた層の上に層を重ねる

式より少ない（図 7）．また，光源には，レーザー光を

ことにより立体形状を製造するプロセスを付加製造

ガルバノミラーと呼ばれるもので走査させて造形する

（ additive manufacturing ）と呼び．通常は除去加工法と

SLA（ Stereolithoigraphy ）
，輪切りした断面を一層ずつ

対比される．3D プリンターという呼び方もあるが，こ

映し出して造形する DLP（ Digital Light Processing ）
，

れはプリントヘッドやノズルなどのプリンタ技術を用い

光源を液晶スクリーンで遮蔽して画像を映しだす LCD

て，材料を堆積させることで立体形状を製造することを

（ Liquid Crystal Display ）の方法がある（図 8）
．さらに

示し，付加製造の非専門的な同義語として用いられ，安

より操作速度の速い MEMS ミラーを用いた製品もあ

価で造形精度の低い装置で使われ始めた言葉とされてい

る．光を操作させる SLA では滑らかな線を描くことが

CAD/CAM 用歯科材料

図7

図9

液槽光造形での造形物の移動方法による分類

光源の方式による滑らかさの違い．SLA（上）では曲
線が滑らかであるが，DLP や LCD（下）ではギザギ
サになることがある

75

図 8 液槽光造形での光源による分類

図 10

石膏系急速加熱型埋没材を用いて急速
加熱で製作した鋳造体（右）．徐々に
加熱しても残渣が残る製品もある
（左）

可能であるが，DLP や LCD はピクセルの大きさによっ

型，個人トレーなどが現状では使用可能と思われる．鋳

ては段ができることがある（図 9）
．また，先端が鋭角

造用専用モノマーとされる製品も多数発売されている

なものもピクセルの大きさによっては再現できない．重

が，日本で最近広く使用されている石膏系の急速加熱材

合体は造形機での造形終了時では，まだ十分に重合して

では問題が生ずることが多い．これはヨーロッパではリ

いないため，後重合を行う．後重合を行う前に造形物表

ン酸塩系のものが多く，高温で予熱することで問題が生

面の未重合モノマーを除去する必要がある．日本ではエ

じないのかもしれない．従来からレジンパターンを用い

タノール，イソプロパノールが使用されるが，ヨーロッ

た鋳造では中温で長時間係留してから鋳造を行ってい

パでは主にイソプロパノールが使用される．この除去時

た．そのように長時間かけて加熱しても鋳造体にパター

間も所定時間以上行うと未重合部が除去されて所定より

ンの残渣によると思われる肌荒れが観察されることもあ

小さな重合体となることがある．後重合でも重合による

るが，製品によっては石膏系急速加熱型埋没材での鋳造

収縮が起こることがある．このように液槽光造形ではい

でも表面の問題がないものもある（図 10）．液槽光造形

ろいろな要因で重合体が変形する．

での原型製作から鋳造までの手順を確実に同じ方法で行

液槽光造形法では，造形可能な大きさと精度は相反関

えば，精度のよいほぼ同じ寸法の鋳造体を製作すること

係にあり，造形可能面積が小さなものほど精密なものが

が可能である．したがって，鋳造体が変形したとして

可能である．また，積層していくときに必ずしも層間の

も，その変形に応じた寸法変化を原型に与えておけば，

接着力が十分ではなく，造形方向により，重合体の強度

適合のよい鋳造体を得ることが可能であるので，手順を

が異なることがある．モノマーは重合する際に発熱して

しっかり確立することが大切である．

収縮する．また，光重合時に重合体内部を光が通過して

本年 5 月に日本歯科材料工業協同組合規格として「歯

散乱するため，望んでいない部分が重合してしまうこと

冠用 3D プリンタ用光重合レジン」11）と「義歯床用 3D

がある．そのため，重合体の寸法精度については使用前

プリンタ用光重合レジン」12）が制定された．今後，この

に十分に確認しておく必要がある．

規格に基づいた製品の承認，認証が進むものと思われる．

液槽光造形での加工物としてはいろいろな応用が示さ

しかしながら，市販されている造形機，モノマーを使

れているが，日本の薬事法で考えると，模型，鋳造用原

えば，すぐにでも適合のよい技工物を製作できると思わ
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図 11
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金属粉末床融解結合と切削加工の融合

れているが，必ずしも容易でないので，購入後はいろい
ろな条件を検討してから使用することが必要である．

め，造形体の表面はざらざらしている．そこで，数層積
層したところで機械加工を行い，再度積層融解を行う複
合加工機や，造形物に位置決めの穴をあけておき，それ

2．材料噴射

を基準にして重要なところだけ後で機械加工をしてその

材料噴射方式は，まず材料を所定の場所に吐出し，そ

部位の精度を確保する製品も最近紹介されている（図

れを紫外線等で重合硬化させ，これを繰り返して造形す
る．プリンターのように多数の異なる材料を同時に吐出
することで，多色の製作物を製作することが可能であ

11）．

D．セラミック材料の付加製造

る．義歯のように人工歯，基底部，粘膜面を異なる材料
で製作することも試みられているが，臨床では認可され

セラミック材料は除去加工時では辺縁部がチッピング

ている材料がない．実際の付加加工の歯科臨床使用はア

しやすい．そこでいくつかの付加製造での製作が試みら

ライナー矯正用の作業用模型とされている．最近，白水

れている．製作方法として，水もしくはモノマーでペー

貿易がこの材料噴射型付加製造機の大手である

スト状にしたセラミック材料をチューブから絞り出す

Stratasys の代理店になったとのことであるので，新た

（材料押出）
，もしくは樹脂と混ぜて固めたセラミックス

な歯科材料の適応が広がることを期待している．

含有ワイヤを融解して成形する（材料押出）
，セラミッ
ク材料のペーストを一層敷き詰めて光重合して成形する

3．粉末床融解結合

（液槽光重合），セラミックスの樹脂を薄板にして切り抜

粉末床融解結合方式は，ローラーを用いて加工する粉

く（シート積層），が試みられている．いずれも成形後

末を平面に敷き詰める．この平面の上をレーザー等で加

に乾燥もしくは脱脂と呼ばれる樹脂の除去操作を行って

熱して粉末を融合させる．平面全体を下げ，そこに新た

から，焼成する．乾燥・脱脂と焼成により収縮するの

な粉末を平面に敷いて同様な操作を繰り返す．粉末には

で，あらかじめ大きくする必要がある．ペーストにする

融解しやすい材料を添加することもある．粉末にはナイ

際にはモノマーとセラミックスの比重が異なるために常

ロンやセラミックス，一部の金属など，さまざまな材料

に攪拌するなどの工夫が必要である．アパタイトやジル

を使え，複雑な造形にも対応できる．しかし，高価な機

コニアの造形が可能とされるシステムも日本に紹介され

種が多く，粉末の除去に手間がかかり，表面がザラザラ

ているので近いうちに応用可能になるかと考えられる

の仕上がりになるなどの欠点がある．工業界では金属粉

が，正確さを求めるとなると除去加工の方が現時点では

末を粉末床融解結合もしくは指向性エネルギー堆積で製

優れている．

作した製品が航空機等の部品として使用されている．
昨年 4 月にコバルトクロムモリブデンタングステン合

E．おわりに

金粉末が，一般的名称「歯科用 3 次元積層造形用金属材
料」として承認され，アイディエスから市販された．さ

デジタルデンティストリーは急速に歯科医療の中に広

らに本年 9 月にコバルトクロムモリブデン合金粉末の 2

まっている．CAD/CAM が発展すれば歯科技工士がい

製品が承認された．部分床義歯のフレームや，陶材焼付

らなくなるとの風評もあるが，実際に機器を扱うのは歯

用冠として使用されている．

科技工士であり，適切な設計や加工を理解していない

用 い る 金 属 粉 末 の 粒 径 は 平 均 粒 子 30μm 前 後 の た

と，機器のもっている性能を十分に発揮することができ

CAD/CAM 用歯科材料

ない．新しい機械や材料が日々登場している中で，常に
正しい知識と技術を身につける必要がある．最近の情報
の整理と理解に本稿が一助になることを願いたい．
文
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歯科技工士国家試験の学説客観試験準備への
プログラム学習の試み
藤田

暁1），大河内浩人2）

An application of programmed instruction for preparing for the objective theory
examination of the national qualifying examination for dental technicians
FUJITA Satoshi1）, OKOUCHI Hiroto2）

歯科技工士国家試験の学説客観試験準備にプログラム学習を導入した．プログラム学習とは，生徒自らのペー
スで段階的に学習を進められるようにする教育方法である．歯科技工士学科 2 年生 10 名が参加した．学説客観
試験の全 8 科目分の客観式 2 肢，3 肢，ならびに 4 肢択一問題を用意した．2 択問題から始め，正答率 80％以上
で 3 択問題，4 択問題へと選択肢を増やした．不正解問題に対しては教科書などを用いて掲載ページの記入をさ
せた．また質疑応答時間を設け理解度の確認を行った．従来の講義形式を主とした対策を行った前年度と比較す
ると，2 回目の模擬試験，3 回目と 4 回目の卒業試験においてプログラム学習を行った年度の点数の方が高かっ
た．最後に実施したアンケートでは，プログラム学習について簡単だった，満足した，役に立ったと答えた生徒
が多かった．プログラム学習は，学説客観試験対策として有効であることが示唆された．
キーワード：歯科技工士教育，学説客観試験，歯科技工士国家試験，プログラム学習
Programmed instruction, a method of teaching in which learners learn subjects step by step, by answering questions with immediate knowledge of the results, was used for preparing for the national qualifying examination for
dental technicians. Ten students in the second grade of the dental technician course of a dental technician school
participated in this trial during the 2017 academic year. Multiple choice questions were generated from all eight
subjects of the objective theory examination. First, students were asked to answer two-choice questions. If the ac-

curacy of answers to 100 questions was equal to or greater than 80％, choices were increased to three. If the accuracy of 100 three-choice questions was equal to or greater than 80％, choices were increased to four. Following each

exercise of answering questions, each student was required to review the questions he / she had answered incor-

rectly by reading and transcribing the related part in the textbook, followed by a question-and-answer session with
the instructors. On completing of the programmed instruction, students were asked to answer a questionnaire.

Scores on the second practice examination and on the third and fourth graduation examinations were higher for
students who experienced the programmed instruction than for students who experienced conventional instruction
mainly based on lectures during the 2016 academic year. Many of the students who experienced the programmed
instruction reported that the programmed instruction was easy, satisfying, and helpful. These results suggest that

the programmed instruction was effective for preparing for the objective theory examination of the national qualifying examination for dental technicians.

Key words：education of dental technicians, objective theory examination, national qualifying examination for
dental technicians, programmed instruction
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表 1 卒業試験と模擬試験の日程

A．緒

言

全国で統一された歯科技工士国家試験1）は，平成 29
年度で 3 回目を数えた．厚生労働省2）の発表を見ると，
年を追うごとに受験者数，合格者数および合格率が減少
している．これに対し，歯科技工士養成機関は，合格率
を維持するために相当な努力をしている．たとえば，X
歯科技工士養成校では，2 年制最終学年の秋から冬にか

月/日

平成 29 年度

月/日

平成 28 年度

9/1
11/15
12/5
12/20
1/10
1/23
2/2
2/9

模擬試験Ⅰ
模擬試験Ⅱ
卒業試験Ⅰ
卒業試験Ⅱ
卒業試験Ⅲ
卒業試験Ⅳ
模擬試験Ⅲ
模擬試験Ⅳ

9/1
11/16
12/5
12/21
1/12
1/25
2/7
2/14

模擬試験Ⅰ
模擬試験Ⅱ
卒業試験Ⅰ
卒業試験Ⅱ
卒業試験Ⅲ
卒業試験Ⅳ
模擬試験Ⅲ
模擬試験Ⅳ

けて，2 週間の対策講義，各 4 回の模擬試験と卒業試験
（表 1），科目ごとの補講等を実施してきた．卒業試験
（学説および実地）の合格者に卒業資格が与えられ歯科

とする）であった．彼らの年齢は，実践開始当時 E は

技工士国家試験受験資格を得ることになる．しかし，こ

37 歳，他は 19 〜 22 歳だった．プログラム学習を実施

のように早くから丁寧な対策をとっていても，例年，な

するにあたり，文書と口頭で説明したうえで対象者から

かなか合格基準に達しない生徒がいるのが現状である．

署名された同意書を得た．アンケート調査においても協

本研究では，歯科技工士国家試験の学説客観試験の準

力の意思を問う回答者チェック欄を設け，それへの

備（対策）として，プログラム学習を適用した．プログ

チェックの記載をもって同意を得たものとした．なお，

ラム学習とは，アメリカの心理学者 B. F. Skinner が学習
心理学の知見を活用して開発した教育方法である．プロ

本研究は，大阪教育大学倫理委員会の承認を得ている
（承認番号 266）
．

グラム学習は，以下の 5 つの学習原理によって構成され
る3，4）．第 1 に，容易に着実に学習を進めていけるよう

2．材料

に学習内容を細かく分割する（スモールステップの原

第一著者を含む X 歯科技工士養成校の教員 3 名で，

理）．第 2 に，学習者が積極的に学習に関わるようにな

学説客観試験全 8 科目分の出題範囲を網羅する客観式 4

るよう，学習者自身が問題に答える教材にする（積極的

肢択一練習問題を用意した．問題は，基本的には X 歯

反応の原理）．第 3 に，学習者の解答に即座に正誤の

科技工士養成校の過去の定期試験問題や歯科技工士国家

フィードバックをする（即時フィードバックの原理）
．

試験問題集5，6）から選んだ．その中には，過去の国家試

第 4 に，学習者が自分のペースで学習できるようにする

験問題も含まれていた．

（自己ペースの原理）
．第 5 に，学習者の反応に基づい

学説客観試験問題は多岐にわたる．しかし出題基準7）

て，学習内容と方法を改善する（学習者検証の原理）
．4

が定められているので，生徒は多くの問題に繰り返し触

肢択一方式で出題される全国統一国家試験の学説客観試

れることで正答率を高めることが可能である．国家試験

験の対策には，プログラム学習が適しているかもしれな

では 4 肢択一式であるが，図 1 に示すように選択肢を，

い．試験自体が 4 肢択一方式であるから，その準備に

2 択，3 択，4 択へと徐々に増やす試みを取り入れ（ス

は，学習者に積極的反応を要求する練習問題を解くこと

モールステップの原理），同じ問題を繰り返し解答させ

を中心に据えることは理にかなっている．択一式は，正

るときには，生徒が正答を選択肢の位置で覚えてしまわ

誤が定まっているため即時フィードバックが容易にでき

ないように選択肢の位置を替えた．問題の構成に関して

る．そして，選択肢の数を変えることで，問題の難易度

も，科目ごとに出題範囲を前半，後半に分け，前半，後

を操作し，スモールステップで学習を進められるからで

半そして，両者を含めたもの（複合問題）という順に段

ある．

階を踏んで出題した（表 2）．

そこで，本研究では，学説客観試験準備にプログラム
学習を導入し，その効果を検討することを目的とした．

B．研究方法

3．手続き
プログラム学習は 2017 年 9 月 11 日から 2018 年 2 月
8 日まで実施した．この間，平日の午後に，教室に集
まった対象者全員に各個人に定める問題を配付した．全

1．対象者

8 科目のうち，1 日に 2 科目ずつ行った．組合せは（歯

対象者は X 歯科技工士養成校に所属していた平成 29

科理工学・顎口腔機能学）
，
（歯の解剖学・関係法規）
，

年 度 歯 科 技 工 士 学 科 2 年 生 10 名， 男 子 6 名（以 下，

（有床義歯技工学・小児歯科技工学）
，（歯冠修復技工

A，B，C，D，E，F ）
，女子 4 名（以下，G，H，I，J，

学・矯正歯科技工学）というように 2 つとも，同一教員

日歯技工誌
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図 1 2 択，3 択，4 択への組替え構造図
この例では 1．が正答である．なお，2 択での選択肢の配置は，全部で 12 通りありうるが，その
すべてを提示する前にどの生徒も 3 択に進んだので，図に示した 6 通りのみ使用した．同様に，
3 択についても図に示した 12 通りのみ使用した．

表2
歯科理工学
2択

3択

歯の解剖学

4択

2択

3択

4択

基本知識練習問題の 2 択，3 択，4 択問題が合格基準に達した日
顎口腔機能学
2択

3択

4択

関係法規
2択

3択

有床義歯技工学
4択

2択

3択

4択

歯冠修復技工学

矯正歯科技工学

小児歯科技工学

2択

3択

4択

2択

3択

4択

2択

10/3

11/2

11/24

10/3

11/2

11/30

9/29

3択

4択

A 10/10 11/30 12/12

10/16 10/19 11/30

9/15

10/12 11/24

9/22

10/19 11/21

9/29

10/26 11/21

B 10/10 12/12

1/16

11/15 12/22

75＊

9/15

10/12 12/15

9/22

10/19 11/21

9/29

11/21 12/21

10/3

11/24 12/11

10/3

11/2

11/30

9/29

10/26 11/30

C 10/12 12/22

1/16

10/19 12/22

1/11

9/15

10/12 12/15

9/22

10/19 11/21

9/29

12/13 12/21

10/31 11/24 12/11

10/3

11/2

11/30

9/29

10/26 12/18

D 10/12 11/30

1/9

10/19 11/30 12/19

10/4

11/2

12/11

9/22

10/19 11/21

9/29

10/26 11/21

10/3

11/2

11/24

10/3

11/2

11/30

9/29

10/26 11/30

9/22

10/16 11/30

9/15

10/12 11/24

9/22

10/19 11/21

9/29

10/26 11/21

10/3

11/2

11/24

10/3

11/2

11/30

9/29

10/26 11/30

1/24

12/21

77＊

12/11

1/1

1/9

12/15 12/22

2/6

11/30

1/9

1/17

1/24

12/22

74＊

11/24

1/9

1/9

11/30 12/19

76＊

12/18

1/16

76＊

E

9/15

10/12 11/30

10/26 11/30

F 10/12

1/1

1/24

12/22

1/18

75＊

12/21

1/12

2/5

10/19

G 10/12

1/9

76＊

12/22

1/11

64＊

12/25 12/25

1/26

10/16

1/22

H 10/12 12/12

1/16

10/16 12/19

1/11

9/15

10/12 11/24

9/22

10/19 11/21

10/24 11/21 12/13

10/3

11/24 12/11

10/3

11/30

9/29

10/26 11/30

I

10/12

1/1

1/24

11/15 11/30 12/22

9/15

1/9

1/26

9/22

10/19 11/21

10/24 12/21

1/29

10/3

11/24 12/11

11/15 12/15

2/1

9/29

10/26 11/30

J

10/12

1/1

1/24

10/19

12/21

1/10

1/26

9/22

10/19 12/19

12/13 12/26

72＊

11/20 12/11

11/15

2/6

11/15

1/11

68＊

1/22

1/9

11/2

1/9

1/9

79＊

下線は基準に達しなかったが次のステップに進んだことを意味する．
4 択問題の＊印は基準に達する前にプログラムを終えたことを意味し，＊印の左の数字は最後の問題の正答率である．

の担当科目になるように，かつ科目のボリュームが日に

紙のどちらにも解答を記入させた．生徒の要望で，問題

よって大きく異ならないように定めた．

配付は 2 科目分同時に行った．対象者はどちらの科目か

1 つの科目の進度図を図 2 に示す．1 回で使用する問

ら解答してもよいこととした．

題数は 1 科目 100 問とした．1 科目 100 問を 2 択問題か

2 科目終了と同時にマークシート用紙を提出させた

らはじめた．マークシート用紙を配付し解答させた（積

（自己ペースの原理）
．採点は採点機を用い教員が行っ

極的反応の原理）
．その際，問題用紙とマークシート用

た．生徒には正答用紙を渡し自己採点を行わせた（即時

歯科技工士国家試験の学説客観試験準備へのプログラム学習の試み
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プログラム学習による単科目での進度図

フィードバックの原理）
．合格点は 80 点とし，2 択問題

用紙に捺印した．

から 3 択問題，3 択問題から 4 択問題へとステップアッ

特に，2 択に留まっていた科目数が 4 科目と，10 名中

プすることとした．一方で 59 点以下となった場合は，3

最も多かった G に対しては，12 月 20 日に面談を行っ

択問題，2 択問題へと戻ることにした（図 2）
．しかし，

た．原因として漢字を読むことが苦手であることが判明

実際には前の段階に戻らなければならない事例はなかっ

し，その結果担当教員側からの提案で，その後は問題の
一部にルビを振った．G の矯正歯科技工学と J の歯冠修

た．
また，不正解問題に対しては生徒自らが教科書，参考

復技工学では，基準に達していなかったのにもかかわら

書および歯科用語辞典などを用いて，正解の掲載ページ

ず，教員が誤ってそれぞれ 2 択から 3 択，3 択から 4 択

を問題用紙に記入させた．さらに，理解を深めるために

に移行させてしまった．

不正解選択肢に対しても掲載箇所を調べるように指示し

一方，F の顎口腔機能学，関係法規，有床義歯技工学

た．その後，自己採点結果と作業を終えたプリントを教

に関しては，1 月に入って国家試験が近づいても 3 択も

員へ提出させ，質疑応答時間を設け理解度の確認を行っ

しくは 4 択段階に進めていなかった．国家試験本番の形

た．教員はそれらの用紙に確認印を押し，生徒に返却し

式である 4 択を練習することも必要であると判断し，基

た．使用した問題については，各自ファイリングを行い

準に達していなかったが次の段階に進ませた．

後で見返せるようにさせた．

C．結

A，C，D，E，H，I の 6 名は，プログラム学習の終

果

了時までに，すべての科目の 4 択問題の基準を超えた．
一方，残りの 4 名 B，F，G，J は，それぞれ 1，2，5，
3 科目の 4 択問題で，基準に達しなかった．しかし，そ

表 2 は各生徒の各科目の 2 択，3 択，ならびに 4 択の
練習問題の成績が合格基準に達した日を示している．
A，D，E，H は，2 択問題から 3 択問題，4 択問題へと
順調に進んだ．他の 6 名は，卒業試験Ⅱ（12 月 20 日）

のいずれもプログラム学習最終日の正答率は，国家試験
の合格基準である 60％を超えていた．
プログラム学習を経験した生徒 10 名が平成 29 年度歯
科技工士国家試験を受け，うち 9 名が合格した．

を終えた時点で，いずれかの科目において 2 択もしくは

プログラム学習終了後，国家試験受験前に回答しても

3 択段階に留まっていた．その 6 名のうち 3 名の生徒

らったアンケートでは，プログラム学習は，6 名が「わ

（ F，G，J ）には 12 月 27 日まで補講を行った（学習者

りとかんたんだった」もしくは「とてもかんたんだっ

検証の原理）．残る 3 名（ B，C，I ）は，補講以外の方

た」
，6 名が「とても長かった」もしくは「長かった」，

法を希望したので，練習問題を宿題として配付し，正月

8 名が「とてもまんぞくした」もしくは「わりとまんぞ

期間中に自宅でそれに解答させ，自己採点させた．そし

くした」
，9 名が「とても役にたった」もしくは「わり

て，冬休み明けに，マークシートを提出させ，ファイリ

と役にたった」
，5 名が「他の人にわりとすすめられる」

ングされた作業済み問題をもとに質疑応答と解説をし，

もしくは「すごくすすめられる」と答えた．
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図 3 平成 28 年度および 29 年度模擬試験結果の比較（平均点）
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図 4 平成 28 年度および 29 年度卒業試験結果の比較（平均点）

プログラム学習に参加した生徒 10 名の模擬試験と卒

p＜.05）．つまり，模擬試験Ⅱの点数はプログラム学習

業試験の成績を前年度すなわち平成 28 年度に従来の講

を経験した生徒の方が経験していない生徒より有意に高

義を中心とする歯科技工士国家試験準備をした生徒 13

かった．

名のデータと比較した．これら 2 つの年度を個体間要

卒業試験の試験別に各年度の平均点数を図 4 に示す．

因，実施した 4 回の試験を個体内要因，試験の点数を従

分散分析では，試験の主効果（ F（3，63）
＝14.750，p

属変数とする 2 × 4 の個体間 1 要因，個体内 1 要因の分

＜.01）と年度と試験の交互作用（ F（3，63）
＝3.019，p

散分析を模擬試験と卒業試験について行った．その際，

＜.05）が有意であった．年度の主効果は有意ではな

個体内要因の分散が等質であるかどうかについて，

かった（ F（1，21）＝3.514，n.s. ）．交互作用が有意で

Mauchly の球面性検定を行い，分散が等質でなかった

あったので単純主効果の検定を行った結果，卒業試験Ⅲ

場合には，Greenhouse-Geisser 法を用いて自由度を調

（ F（1，84）＝6.360，p＜.05）とⅣ（ F（1，84）＝4.494，

模擬試験の試験別に各年度の平均点数を図 3 に示す．

ログラム学習を経験した生徒の方が経験していない生徒

整した．

分 散 分 析 で は， 試 験 の 主 効 果（ F（1.847，38.792）＝

p＜.05）で有意であった．卒業試験ⅢとⅣの点数は，プ
より有意に高かった．

80.874，p＜.01）と年度と試験の交互作用（ F（1.847，
38.792）＝6.859，p＜.01）が有意であった．年度の主効

D．考

察

果は有意ではなかった（ F（1，21）＝1.182，n.s. ）．交
互作用が有意であったので単純主効果の検定を行った結

従来の国家試験対策講義を経験した平成 28 年度の生

果，模擬試験Ⅱのみ有意であった（ F（1，84）
＝6.098，

徒は，全員が国家試験に合格している．一方で，プログ

歯科技工士国家試験の学説客観試験準備へのプログラム学習の試み

ラム学習を経験した平成 29 年度では 1 名が不合格と
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る．

なった．このことは，プログラム学習がかえって従来の

本研究からは，練習問題の作成と実施に多大な負担を

方法より学習効果が劣っていたのではないかという疑問

教員にかけた，という課題が指摘される．練習問題に誤

を抱かせるかもしれない．しかし，今回，国家試験に不

字が含まれていたという生徒からの指摘もあった．毎回

合格となった H は例外であり，国家試験の成績（合格

問題と選択肢の組合せを変えるという作業で，途中から

率）に関しては，プログラム学習は従来の方法と差がな

3 択問題をする生徒，4 択問題をする生徒と入り乱れて

かったと解釈することが妥当であると考える．
「結果」

配付問題と解答を作成し配り分ける作業と，それを採点

で言及したように，H は，プログラム学習の段階を順

していくことが一番大変な作業であった．最近では，各

調に進んだ 4 名の 1 人であった．実地（実技）において

社から教育支援システム8）なども開発されてきており，

も標準的なレベルであり，通常授業にはきっちりと出席

各分野に対応した内容として使用できる．こうした教育

していた．このように，国家試験前の H の学業成績と

支援システムが問題を組み替えるだけではなく選択肢数

態度は，X 歯科技工士養成校において平成 20 年度以降

も選べる機能を有するようになれば，本研究で用いたプ

に国家試験を不合格になった 3 名とは全く異なってお

ログラム学習が学説客観試験対策に広く用いられる日も

り，H が国家試験に不合格になることを予測できた教

訪れるかもしれない．

員はいなかった．むろん，今後は，こうした事例も予測

今後の対策として，第一に，より一層の問題数の担保

し，対処する必要がある．ちなみに，国家試験の結果が

と作問システムの開発が望まれる．第二に，今回は，前

発表された後，本人や同級生から話を聞き，H のこれ

年度との比較に留まったが，今後は 4 年生大学へも協力

までのエピソードを教員間で照合したところ，国家試験

を依頼し，より多くの同学年のサンプルでプログラム学

という新奇な状況が H に実力を発揮させなかった可能

習の効果を従来の教育方法のそれと比較することが求め

性が浮上した．卒業後も X 歯科技工士養成校の教員が

られる．最後に，歯科技工士国家試験には実地試験も含

引き続き H を指導，支援し，1 年後，H は歯科技工士

まれるため，技術指導へのプログラム学習の適用可能性

国家試験に合格した．

を検討することも今後の課題である．

プログラム学習の効果が国家試験の合格率には認めら

E．結

れなかったことは，もともと従来の指導方法でも合格率

論

が十分高かったことによると考えるべきであろう．つま
り，天井効果によって，プログラムの学習の効果が検出

本研究は，歯科技工士を養成する施設へ通う学生を対

されなかったのであろう．本研究においては，プログラ

象に学説客観試験準備として，プログラム学習を試み

ム学習の効果は国家試験に先立つ模擬試験や卒業試験に

た．プログラム学習は，従来の講義を中心とする指導法

現れていた．プログラム学習を経験して生徒たち自身の

と比べ，早期に学習成績が向上することが示唆された．

多くが，プログラム学習が簡単で，役に立ち，満足し，

プログラム学習終了後のアンケートでは，プログラム学

他の人に勧められると答えていることからも，プログラ

習が簡単だった，満足した，役に立ったと答えた者が多

ム学習は学習者が楽に，すみやかに学説客観試験の準備

かった．以上より，プログラム学習は，学説客観試験対

をしたことに貢献したと考えられる．今回，80 点以上

策として有効であると結論される．

になれば次の段階へ進むこととしたが，生徒はこれを達
成すれば満足し，達成しなければ次こそはと挑戦意識が
働き，闘志が湧いてきたようである．練習問題終了後に
自己採点をしている生徒が，不正解問題に対して反省の
声を上げているのが聞こえた．生徒たちは自らペースを
作り目的をもって，失敗をしないという思いで練習問題
に臨んだ．自己採点によって正誤を即座に知り，解答に
疑問をもてば参考資料をひも解きより理解を深めるよう
内容を確認した．そして，教員は生徒に対して学習進行
を助長し，できたときには賞賛したこともあり，集中し
て取り組む生徒もいた．第一著者以外でプログラム学習
に関わった教員 2 名は，プログラム学習を遂行するのは
自分たちにとっては大変であったが，生徒たちがプログ
ラム学習に熱心に取り組んだことに驚いた，と述べてい

本論文の要旨は，日本歯科技工学会第 41 回学術大会（2019
年 11 月 2・3 日，金沢）において発表した．
稿を終えるにあたり，本研究にご理解とご協力をいただき
ました大阪歯科大学歯科技工士専門学校，ならびに森川良一
氏，中西正泰氏には大変お世話になりましたこと，心より感
謝いたします．
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歯科技工最前線

特集 「3D プリンター」

3D プリンターの現状
大阪歯科大学

末瀬

一彦

歯科医療においてデジタル化が急速に進展し，補綴装置や矯正装置の製作には CAD/CAM テクノロ
ジーが実用化されてきた．従来からのアナログ的な製作法に変わって，効率的で，安全で高品質な材料
を用いて常に均質で，安定的に供給できることがメリットであり，作業環境も大きく改善されてきた．
CAD/CAM テクノロジーは，スキャナー，CAD ソフト，CAM ソフトそして加工装置から構成される
が，最近では口腔内スキャナーと 3D プリンターが注目され，臨床領域においても急速に普及してき
た．IDS2019 においても，3D プリンター装置とその材料が数多く出展され，来場者の注目される器材
の一つとなっていた．
3D プリンターの加工方法は，徐々に積み重ねる造形方式（加算方式）で，付加造形（ Additive
Manufacturing ）と称され，工業界のみならずフィギュアの製作など一般社会においても取り扱われる
ようになってきた．3D プリンターは 1980 年，名古屋市の小玉秀男氏の発明によって始まり，
「 Rapid
Prototyping 」として研究が進められてきた．
「 Rapid Prototyping 」は，モノつくりのプロセスにおいて
企画・設計時における形態や動作確認のために，比較的早期の段階に効率的に用いられてきた．工業界
では労働の効率化，省力化による生産性の向上を目的に使用され，設計の自由度も大きく，中空にでき
ることから軽量化が図れる点も大きな利点である．
3D プリンターの構造的な方法としては，表に示すようなものがあげられ，製造品の種類に応じて使
い分けられる．歯科領域では，「液槽光重合」「材料噴射」
「粉末床溶融結合（粉末焼結）
」などの方式が
用いられ，個人トレー，仮床，サージカルガイド，鋳造用パターン，歯列模型，金属床やクラウンのフ
レーム（コーピング）の製作に用いられる．
光造形法の特徴として，広い面積に紫外線を照射させることができるために，造形スピードが速く，
積層ピッチも細かくできることがあげられる．SLA（ステレオリソグラフィ）は出力方式レーザービー

表

Additive Manufacturing 加工方法（IOS/ASTM 52900）

付加造形法
液層光重合法〔光造形法〕
Vat photopolymerization
材料噴射法〔インクジェット法〕
Material jetting
材料押出法〔溶融堆積法〕
Material extrusion
結合材噴射法
Binder jetting
粉末床溶融結合法
Powder bed fusion
シート積層法
Sheet lamination
指向性エネルギー堆積法
Directed energy deposition

使用材料

機種（メーカー）

光硬化性樹脂モノマー

3D systems, Planmeca, DMG, VOCO,
ivoclar vivadent, GC Europe, Sisma,

光硬化性樹脂・ワックス

Stratasys, 3Dsystems

熱可塑性樹脂

Arfona, Stratasys, 3D systems

石膏 ･ プラスティック

3D systems

金属 ･ 樹脂・セラミックス

3D systems, SLM solutions,
Concept Laser, EOS

樹脂 ･ 金属箔 ･ 紙
金属

TRUMPE, Sisma
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ムを照射して（レーザー走査）液体樹脂を硬化させる方法で，細かく小さな複雑なパーツを多数，一度
に造形したいとき一定以上の大きさのパーツを高解像度で造形したいときに用いる．一方，DLP（デジ
タル ･ ライト ･ プロセッシング）は出力方式としてプロジェクターのライトを点滅させて照射し，液体
樹脂を硬化させるもので，とても小さなパーツを一つだけ造形したいときやそれほど解像度を求めない
大きいパーツを早く造形したいときに用いられる．
製作物の精度や加工時間は，切削加工に比較してやや劣るが，一度に多数個製作でき，中空や大型の
装置の製作も可能である．また，切削加工機に比較して 3D プリンターは安価であるが，使用目的に応
じた材料コストが高価であることや口腔内での使用において現在は薬機法の認可の問題があり，臨床応
用のネックにもなっている．
光造形法の多くの場合，カートリッジ方式で，容易に挿入，交換が可能で，色調の異なる材料を積層
できることから，今後は複雑な色調を有する人工歯の再現にも使用できる可能性がある．現在もジルコ
ニアクラウンを積層で製作し，その後焼結する方式も出現している．一方，金属 3D プリンターとして

粉末焼結法が一般的であり，Co-Cr 合金やチタン合金などの粉末の薄積層とレーザー焼結の繰り返しに
よって 3 次元立体的な製造物が完成する．クラウンコーピングや金属床のフレームに用いられるが，日
本では Co-Cr 合金を用いた前装冠は使用頻度も低いことから，今後は金属床フレームの製作に用いら

れることが多いと思われる．現在，CAD/CAM テクノロジーは切削加工法による装置の製作が主たる
製造法として用いられているが，今後は，口腔内スキャナーから採得されたデータによって直接，いつ
でも歯列模型を製作することも可能であり，さらに複雑な構成要素を有する義歯製作ワークへの利用も
期待される．
今回は，3D プリンターに関して造詣の深い 3 名の先生方から最新情報を解説していただく．
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歯科技工最前線

特集 「3D プリンター」

Additive Manufacturing による義歯製作
鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座

仲田 豊生

新保

A．はじめに

秀仁

大久保力廣

されているが，残留応力による形状変化は少ないとされ
ている．
b．指向性エネルギー積層法（ Directed Energy

デジタルテクノロジーの飛躍的な発展に伴い，補綴歯
科分野においてもデザインから製作までデジタル化が普

Deposition ）
材料供給をノズルから行い，SLM もしくは EBM を

及しつつある．歯科医師と歯科技工士の技術や知識だけ

溶解光源としている．粉末材料を盛り上げながら選択的

に依存していた補綴装置の製作において，CAD/CAM

に溶融結合することができるため，フレームワーク修理

技術の活用によりヒューマンエラーが排除され，均質か

への応用が期待されている．

つ高い再現性が実現している．現在，CAM による補綴
装置の製作は強度や精度を考慮して，ほとんどが切削加

2．樹脂，ワックス，石膏系材料

工によって行われている．しかし，補綴装置の大きさや

a．材料押出法（ Fused Deposition Modeling ）

造形材料によってはコスト高，切削屑の廃棄，生産効率

熱可塑性樹脂やワックスを熱で溶融し，ノズルから一

が悪いなど，さまざまな問題もあげられる．一方，3D

層ずつ積み重ねて造形する方法で，主に補綴装置フレー

プリンターによる積層造形法は CAD データをもとに積

ムワークパターンの製作に用いられている．また近年，

層材料を 1 層ずつ重ねて 3 次元造形するため，これまで

材料押出法により熱可塑性樹脂であるスパーポリアミド

切削加工では困難とされていたアンダーカットを有する

製品であるバルプラストが造形可能となった．比較的安

複雑な形状や中空形態の製作も可能となることから，可

価に造形することができるが，各層の断層が目立ちやす

撤性補綴装置の製作では汎用性が高いと考えられてい

く精度的には劣っている．

る．そこで，本稿では有床義歯分野における 3D プリン

b．液槽光重合法（ Vat Photopolymerization ）

ターの利用として現行の各種材料の造形システムと可撤

紫外線を液体樹脂のプールに照射し，一層ごとに硬化

性補綴装置の製作に関して概説する．

B．各種材料における造形システム

させていく方法で，高い精度の造形物を製作することが
できる．レーザー光を走査させる SLA 方式とプロジェ
クターで照射する DLP 方式との 2 種類がある．
SLA は径の小さいレーザー光を照射し，造形してい

1．金属材料

くため，細かく小さい複雑な形態を造形するのに適して

a．粉末床溶融結合法（ Powder Bed Fusion ）

いる．従来の SLA 方式で用いていたガルバノミラー方

パウダーベッド法による材料供給および溶解光源とし

式では構造状，造形面の端の部分にはレーザー光が斜め

て Selective Laser Melting（ SLM ） も し く は Electron

に当たることになり，造形面中心部に比較すると造形精

Beam Melting（ EBM ）を使用する方式であり，最も多

度がやや劣っていた．しかし，最近ではレザーの照射角

く利用されている．スライスした CAD データをもとに

度を垂直に維持できる機種も開発されている．

50 μm 以下の金属粉末に光源を照射し，溶融，凝固そし

一方，DLP 方式はボクセルで構成されたデジタル画

て金属粉末の供給を繰り返して造形する．SLM は不活

像をプロジェクターで照射し造形していくため，解像度

性ガス雰囲気下でスポット径を 0.1 mm まで絞ることが

を求めない大きな形態を造形するのに適しており，時間

可能な高出力のイッテルビウムファイバーレーザー使用

も一括露光によるため短縮可能である．

しているため，高精細な造形を実現している．一方，

比較的小型の装置であるだけでなく，材料の管理もし

EBM は真空下で金属粉末を加熱後，高出力電子ビーム

やすいことから，光硬化型樹脂系材料の造形機器として

を使用しており，SLM と比較するとやや精度が劣ると

最も多く用いられている方式である．
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左：３D プリンターにより製作された義歯床
右：３D プリンターにより製作された全部床義歯

c．結合材噴射法（ Binder Jetting ）
インクジェットノズルから接着材を吹き付けて積層す
る方法で，主に石膏の造形に使用されている．サポート
が不要であり，安価で製作することが可能なものの表面
性状は粗く強度は低い．
d．材料噴射法（ Material Jetting ）
液状の光硬化性樹脂をドットで吹き付け積層すると同
時に紫外線ランプで露光・硬化を繰り返して積み重ねる
方式である．複数色の樹脂を同時に使用することが可能
なため，単色加工しかできない液槽光重合法と比較して
適応範囲は広い．今後，人工歯と義歯床を一塊として製
作する全部床義歯やフレームワークを内包させた部分床

図2

SLM による製作は表面が粗造となるため，最終
研磨は術者の技量に左右される

義歯構造への応用が期待されている．
e．シート積層法（ Sheet Lamination ）
樹脂，金属等の薄いシート状の材料をレーザーなどで
カッティングしながら積層していく方法であり，材料の

合収縮が少なく，高強度の 3D プリンティング用レジン
の開発が期待される．

消費は大きいが比較的精度がよい造形物を製作すること
ができる．

2．部分床義歯

C．可撤性補綴装置の製作

パーシャルデンチャーのフレームワークは微細な曲面
やアンダーカットを有する複雑な構成要素も多いことか
ら，積層造形による製作が最も期待されている．しか

1．全部床義歯

し，積層造形法の欠点として造形後の表面性状が粗造と

CAD/CAM を利用した全部床義歯製作はすでに実用

なるため，適合精度は仕上げ研磨によって大きく影響す

化されているが，製作法としては主として切削加工が応

る（図 2）
．そのため，パターンをワックスもしくは樹

用されていた．一方，現在では生産効率や汎用性を考慮

脂を用いて 3D プリントし，鋳造する術式が優先されて

して 3D プリンターによる製作が積極的に試みられてい

いるのが現状である．この問題を解決するために積層と

る（図 1）
．しかし，切削加工と比較して重合収縮や造

切削のワンプロセスによるハイブリッド加工法によりク

形方向に依存する異方性により，適合精度が劣ることが

ラスプ内面を滑沢に仕上げる方法も報告されており，鋳

報告されており，補綴装置の形態に合致した造形方法に

造法と比較して同等の適合精度を有し，維持力の減衰も

関する基礎的検証が必要と考えられている．また，3D

1，
2）
少ないことが確認されている（図 3，4）
．

プリント用の義歯床用樹脂として製品化されている材料
は限られており，理工学的性質も明らかにされていな

D．まとめ

い．有床義歯特有の追従性を考慮すると，光硬化型樹脂
で PMMA 系の材料であることが望まれるが，今後，重

近年のデジタル技術の進歩のスピードはわれわれの想

Additive Manufacturing による義歯製作

図3

図4
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左：焼結積層により製作した支台装置
右：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

ハイブリッド加工，積層造形，鋳造により製作した支台装置の耐久性の比較

像をはるかに超えており，有床義歯分野においても急速
に発展し確実に普及している．義歯においてもフルデジ
タル製作まではいかないものの，デジタル技術を駆使し
て義歯製作の主要なステップを実施することは十分に可

文
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歯科用金属積層造形材料の機械的物性と今後の展開
大阪歯科大学医療保健学部講師
和田精密歯研株式会社顧問

樋口

A．はじめに

鎮央

また，スキャナーを用いてクラウンや金属床の設計な
どを 3 次元 CAD データにて作成し，積層造形機を用い
て樹脂にて造形を行い，従来のロストワックス法を用い

近年，歯科分野においては CAD/CAM システムの発

て各種金属にて補綴装置を製作する方法や，最近では口

展は目覚ましく，特に技工分野においてはなくてはなら

腔内スキャナーデータからの樹脂模型の製作にも多く使

ない設備の一つになっており，すでに多数のシステムが

われるようになっている．

多くの臨床現場に活用されている．また，一方では RP

Additive Manufacturing の一つとして粉末焼結型積層

（ Rapid Prototyping ）システムを用いた樹脂積層造形技

造形法があるが，すでに海外では数社より装置は販売さ

術も精度の向上により，医科や歯科分野においても広く

れて臨床使用されている．

使われるようになっている．昨今では造形技術の進歩に

歯科において使用される金属は金合金，チタン，コバ

より，強度や精度が向上したことにより，医療や航空宇

ルトクロームなどが選択できるが，最近ではジルコニア

宙関係，高い意匠性が求められる高付加価値製品の製造

の積層造形装置も販売されるようになっている．

には「 Additive Manufacturing 」として積層造形技術の
応用は進んでいる．
それらの造形法としては一般的には 7 〜 8 種類に分類
されるが，歯科においてはその中の光造形法，インク
ジェット法，粉末積層法などが主である．臨床的には，

そのような中で粉末焼結型積層造形装置の専業メー
カーである EOS 社製（独）EOSINT M270 For Dental を

使用し，Co-Cr 粉末を用いた補綴装置の造形の現状につ
いてご紹介する．

EOSINT M270 For Dental は（ Co-Cr 合 金 SP2 専 用 ）

われわれは早くより樹脂の積層造形装置をインプラント

を使用しており，金属積層造形システムとしては唯一，

シミュレーション用骨モデルや手術用サージカルガイド

歯科用薬事を取得している装置である．

の作製などに用いており，現在では安心安全なインプラ

当初はクラウンブリッジのみの臨床に活用していた

ント治療には必要不可欠なシステムとなっている（図

が，後にはインプラント関係パーツの製造にも活用する

1，2）．

など適用範囲を徐々に拡大していった．造形するために

図 1 シミュレーションソフト Biona とサージカ
ルガイド

図2

BioNa® & Bone Navi® System
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図3
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本申請粉末を繰り返し使用した場合の 0.2％耐力の変化

図4

本申請粉末を繰り返し使用した場合の最大引張り強さの変化

本申請品の 0.2％耐力と最大引っ張り強さの測定結果

は CAD ソフトを使用してデザインをしなければ造形で

までのクラウンブリッジ，デンチャー用フレーム，イン

きないのは当然であるが，従来，歯科用 CAD ソフトは

プラント上部構造，矯正用保定装置等に使用できるよう

クラウン＆ブリッジが先行しており，ずいぶんと使いや

に一つに統合されたことにより，使用用途が大きく広

すくなり AI を搭載しているシステムも販売されるよう

がった（図 3）
．

になってきている．そのため，クラウンブリッジに使用
される頻度が非常に高いのが現状である．

B．材料の機械的性質

デンチャーの骨格である金属床やパーシャルフレーム
用の CAD ソフトは，歯科での発売当初は非常に扱いに

本申請品および類似医療機器（アイクロームおよびア

くく，従来法で作製する方が綺麗で正確な製品が製作で

イクローム MB ）の繰り返し使用した場合の 3 次元積

きたので臨床には活用しにくいところがあった．

層造形材の 0.2 ％耐力，最大引っ張り強さ，伸び，ヤン

しかし，ここ 10 年で使いやすくなった CAD ソフト

グ率の測定結果の比較を図 4，5 に示す．

が数社より販売されるようになり，金属床やパーシャル

3 次 元 積 層 造 形 材 の 機 械 的 性 質 0.2 ％ 耐 力 は JIS T

フレームの製作にも応用しやすくなっている．これによ

6115 および JIS T 6121 に規定されている 500MPa 以上

り，適用範囲は大きく拡大され，なかでもこれからも高

を満足している．ヤング率は同等で，破断伸びは，本申

齢患者の多くなるデンチャー部分への適用が大きく期待

請粉末を用いた 3 次元積層造形材の方が高くなった．

されている．

図 6 〜 9 に示したように，0.2 ％耐力においては，繰

金属粉末材料の薬事承認については，一般名称，歯科

り返し回数 1 回目と 20 回目の間でわずかに強度が増加

3 次元積層造形用材料として「 SP2」コバルトクローム

し有意差がみられたが，最大引張強さ，破断伸び，およ

に厚生労働大臣から医療機器として製造販売承認（承認

20 回繰り返し使用しても JIS T 6115 および JIS T 6121

番号：23000BZX00121000）された．これにより，これ

の規定値を満足することがわかった．

（ Co-Cr-Mo-W ）合金粉末が平成 30 年 4 月 27 日，新た

びヤング率には，有意差はなく，本申請品の合金粉末を
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本申請粉末を繰り返し使用した場合の伸びの変化

図5
表1

本申請粉末を繰り返し使用した場合のヤング率の変化

本申請品の伸びとヤング率の測定結果
本申請品の金属イオン溶出量の測定結果
溶出イオン量 /μg/cm-2/week

本申請品（20 回目造形）
既存の歯科鋳造品（アイクローム）
既存の歯科鋳造品（アイクローム MB）

0.41
溶出するイオンの量が，7 日間あたり 200 を超えない
溶出するイオンの量が，7 日間あたり 200 を超えない

丸棒試料の積層造形の方向

疲労試験片の形状

図6

本申請品および類似医療機器（アイクローム MB）の 107 回の疲労強度

1．耐食性

応力（107 回の疲労強度）が高くなることがわかった．

本申請粉末と造形材および類似医療機器（アイクロー

耐力，引張強さ，伸びとも「性能及び安全性に関する規

ムおよびアイクローム MB）
の溶出イオン量を表 1 に示す．

格」で定められた最低値（それぞれ，526MPa，1053MPa，

本申請粉末の溶出量は 0.41μg/cm-2/week だった．基
-2

4.2％）を満たしており，特に伸びは，
「性能及び安全性

準の 200μg/cm /week と比較して十分に低く，非常に

に関する規格」の 6.0％の 70％である 4.2％を十分に超

優れた耐食性を有している．

える値であった．

疲労試験は JIS T 0309 金属系生体材料の疲労試験法に
準じて行った．疲労強度は，S−N 曲線において，横軸

2．異方性

に水平となる場合の最大負荷応力の値か，あるいは 10

積層造形の方向を変えた試料の引張試験（造形まま

7

回繰り返し数における最大負荷応力とした（図 6）．

材）を実施したところ，耐力，引張強さは，0°造形の方

本申請粉末である積層造形材は，既存の歯科鋳造材と

が高く，伸びは 90°造形の方が高かった．耐力，引張強

比較して，横軸に示した 10 回繰り返し数での最大負荷

さ，伸びの 90°造形材と，0°造形材の平均値の比率は，

7

歯科用金属積層造形材料の機械的物性と今後の展開
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表 2 異方性の測定結果

0°造形
90°造形
90°造形/0°造形

耐力/MPa

引っ張り強さ/MPa

伸び
（％）

739
616
0.83

1281
1167
0.91

16
27
1.64
積層造形の方向

図7

図8

光学顕微鏡の観察方向

金属組織の観察方向

各断面による金属組織の状態（国立研究開発法人産業技術総合研究所）

歯科鋳造材（アイクローム MB）

本申請品を用いた積層造形材

鍛造材（人工股関節セメントステム）

図 9 透過電子顕微鏡観察による 3 種材料の比較
透過型電子顕微鏡観察により，積層造形材の組織は，鍛造材で見られる組織と同様で，円に近い微細な
粒状組織となり，組織異方性の影響は少ないと考えられた． （国立研究開発法人産業技術総合研究所）

それぞれ 0.83，0.91，1.64 であった．耐力，引張強さ，

C．金属組織

伸びとも「性能及び安全性に関する規格」で定められた
最 低 値（そ れ ぞ れ，526MPa，1053MPa，4.2 ％） を 満

本申請粉末を使い，造形テーブルに対して 90°
（縦）

たしており，特に伸びは，
「性能及び安全性に関する規

方向および 0°
（横）方向で直径 6mm，長さ 50mm の丸

格」の 6.0 ％の 70 ％である 4.2 ％を十分に超える値で

棒試料を造形した．電解腐食後，光学顕微鏡観察を 50

あった（表 2）
．

倍と 500 倍で行った．0°造形と 90°造形の縦断面と横断
面を光学顕微鏡で観察した（図 7，8）
．
全体が均一には溶解されず，金属粉末が溶融焼結した
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図 10 口腔内スキャナーデータからの設計状態

図 11 ハイブリッド加工の装置と加工物

溶接に類似した金属組織がみられるが，造形方向により

り，適合性への課題はまだまだ残るものの，利点も多く，

異なる形状の組織が観察された．

今後も多くの症例に活用できるように努めていきたい．

国立研究開発法人産業技術総合研究所において横断面

E．まとめ

組織の透過電子顕微鏡組織を 10,000 倍および 40,000 倍
の観察倍率で行った．透過型電子顕微鏡観察により，積
層造形材の組織は鍛造材でみられる組織と同様で，円に

われわれはこれらのスキャナー
（技工用・口腔内用）
，

近い微細な粒状組織となり，組織異方性の影響は少ない

CT，シミュレーションソフト BioNa®，CAD ソフト，

と考えられた（図 9）
．

CAM ソフト，解析ソフト，積層造形技術（金属・樹

D．口腔内スキャナーとの併用

脂・セラミックス）および，切削加工と併用したハイブ
リッド加工（図 11）などの Digital dentistry 技術を活用
する頻度はますます多くなるものと思われる．それらを

現在では，これまでの歯科医院での印象材を用いた印

使用することにより，診断の精度や治療の完成度をさら

象採得法から，口腔内スキャナーによる光学印象法が使

に上げ，多くの患者様の健康寿命の向上と「口福」を目

われ始めている．最新のシステムでは従来の印象材を準

指したい．

備する時間で光学印象が終わるくらい撮影時間が早く
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歯科技工最前線

特集 「3D プリンター」

3D プリンターの外科手術への応用
鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

1）

広島大学大学院医系科学研究科口腔生物工学分野

2）

木原 琢也1）

井川

知子1）

河村

二川

浩樹2）

小川

匠1）

A．はじめに

昇1）

医用画像により製作された実体モデルを手術を補助する
目的で用いる場合には保険適用となっており，現在の診
療報酬点数表の「画像等手術支援加算」に「実物大臓器

近年，技術革新により歯科においても急速にデジタル
化が進み，3D プリンターの活躍の場が広がっている．
3D プリンターとは石膏やレジンなどの材料を積層して

立体モデルによるもの」が記載されている（表 1）
．

C．手術支援モデルの製作プロセス

立体物を製作する装置であり，現在 CAD/CAM システ
ムにおける歯列のスキャンデータを用いた作業用模型や

外科手術に用いる生体モデルや治療用デバイスを 3D

インプラントの埋入を支援するサージカルガイド，外科

プリンターで製作するためのプロセスは基本的に 3 段階

手術における支援モデルなどの製作に利用されている．

から構成される（図 1）
．① CT や MRI 等による医用画

本稿では特に，外科手術における 3D プリンターの応用

像の撮影，② 2 次元のスライス画像から必要な領域を抽

について紹介したい．

出・分離（セグメンテーション）し，3 次元再構築によ

B．外科手術への応用

る 3 次元モデルを生成，③ 3D プリンターを用いたモデ
ルの製作である3）．
現在の 3D プリンターはさまざまな材料が使用可能で

CT や MRI などの医用画像から再構築した 3 次元形状

あり，用途によって使い分けることにより臨床的に有用

データから骨や臓器といった患者個々の生体組織を立体

なモデルが製作できる．生体組織の外観や質感などの再

モデルとして製作することで，実際に手にとって見るこ

現により石膏や硬質レジン（硬組織），軟質レジン（軟

とができる．つまり，実物大の組織の構造や形状を直感

組織）が選択できる．また，生体内部の可視化や手術に

的に把握することが可能となる．また，デジタルデータ

用いるガイドには透明な材料が適用となる．手術で使用

上でシミュレーションを行い，そのシミュレーションし

するモデルを製作する場合は滅菌可能な材料であるこ

た形態も実体モデルとなる．これらは 3D プリンターの

と，生体為害性のない材料を使用することが重要である．

利点であり，術前の患者へのインフォームドコンセン
ト，治療計画の立案，手術シミュレーション，実際の手

口腔外科領域と医科領域への 3D プリンターの具体的
な応用例を以下に紹介する．

術の際に使用するガイドに応用されている1）．歯科領域
では，顎骨再建・顎矯正手術，医科領域では，心臓外

1．口腔外科領域（顎骨再建手術）

科・消化器移植外科・脳神経外科・眼科・耳鼻咽喉科・

腫瘍や外傷などによる広範囲な顎骨欠損は著しい顎口

整形外科・形成外科・泌尿器科等の外科手術で幅広く応

腔機能の障害や審美障害を引き起こす．このような広範

用されている2）．

囲な顎骨欠損に対して自然な外形の再現や補綴治療を見

患者にとって手術は精神的にも身体的にも負担が大き

据えた骨形態の付与を可能とするため，カスタムメイド

いことは言うまでもないが，実体モデルを応用すること

のチタンメッシュトレーと自家腸骨 / 脛骨海綿骨骨髄細

により，わかりやすい説明や手術時間の短縮が可能とな

片（ Particulate Cancellous Bone Marrow, PCBM ）によ

り，患者の負担を軽減できると思われる．また，術者に

る顎骨再建が行われている4）．顎骨再建には口腔外科と

とっても手術精度の向上など，安心，安全で質の高い医

補綴科の歯科医師に加え，歯科技工士が連携して治療を

療の提供が可能となる．

進めることが必要である．

また，これらは対象となる手術において，術前に得た

CT 画像から 3 次元再構築した術前の 3 次元モデルか
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診療報酬点数表の一覧

医科

歯科

大腿骨頭回転骨切り術

K406

口蓋腫瘍摘出術

大腿骨近位部（転子間を含む）骨切り術

K427

頰骨骨折観血的整復術

K429

下顎骨折観血的手術

脊椎側彎症手術

K433

上顎骨折観血的手術

広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術

K434

顔面多発骨折観血的手術

K162

頭皮，頭蓋骨悪性腫瘍手術

K436

顎骨腫瘍摘出術

K180

頭蓋骨形成手術

K437

下顎骨部分切除術

K227
K228
K236

眼窩骨折観血的手術（眼窩ブローアウト骨折手術を含む）
眼窩骨折整復術
眼窩悪性腫瘍手術

K438
K439
K440

下顎骨離断術
下顎骨悪性腫瘍手術
上顎骨切除術

K237

眼窩縁形成手術（骨移植によるもの）

K441

上顎骨全摘術

K313

中耳，側頭骨腫瘍摘出術

K442

上顎骨悪性腫瘍手術

K314

中耳悪性腫瘍手術

K443

上顎骨形成術

K444

下顎骨形成術

K136

K142-6
K142-2
K151-2

K427-2

脊椎，骨盤悪性腫瘍手術
歯突起骨折骨接合術

頰骨変形治癒骨折矯正術

図 1 3D プリンターを用いた手術支援模型の製作プロセス

ら，理想的な顎骨形態をシミュレーションし（図 2），

2．医科領域（肝移植手術）

3D プリンターで造形したシミュレーションモデルに沿

肝移植手術は臓器提供者（ドナー）から肝臓の一部を

わせてチタンメッシュを屈曲することにより，理想的な

取り出し，移植希望者（レシピエント）に移植する手術

形態のカスタムトレーを製作できる（図 3）
．そのカス

である．肝移植の際に重要な点はドナーから移植する肝

タムトレーを設置し，海綿骨を入れることより，理想的

臓の部位と量であり，ドナーは術後も正常な機能を保て

な下顎骨形態を付与した顎骨が再建される．術前に骨の

る肝臓を残し，かつレシピエントにおいても十分に機能

形状に合わせてカスタムトレーを製作しているため，ト

する肝臓が必要であるため，術前の検査や手術シミュ

レーの適合が向上し，手術時間の大幅な短縮を図ること

レーションは重要である．そのため，術前の検査とし

が可能となっている．

て，造影 CT 検査で肝臓内部の血管の位置を把握する
が，肝臓は軟質であるため，術中作業や振動により変形
するため正確な切除は難しい．そこで，肝切除シミュ

3D プリンターの外科手術への応用

図2

仮想空間上での顎骨再建手術シミュレーション

図4
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図 3 術前屈曲したチタンメッシュトレーを適
合させた術前顎骨モデル

肝臓手術支援モデルと肝移植手術への応用

レーションを実施できる肝臓手術支援モデルが製作され

当医や患者と歯科技工士間のコミニュケーションツール

ている5）．このモデルは肝実質を透明で軟質な材料で造

としての役割も大きく，よりよい医療を提供する礎と

形することで血管を可視化し，硬さを実際の肝臓に近づ

なっている．

けることで，肝臓の切除範囲や吻合方法を事前に検討す

文

ることが可能となっている（図 4）
．

献

1）Aimar A, Palermo A, Innocenti B：The Role of 3D

D．まとめ

Printing in Medical Applications：A State of the Art, J
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学会レポート

一般社団法人 日本歯科学会 第 41 回学術大会レポート
金沢医療センター歯科口腔外科

北川

令和元年 11 月 2 日（土）
・3 日（日）の両日，石川県

智康

されると締めくくった．

地場産業振興センター（金沢市）において令和初開催と

教育講演には伊原啓祐先生（鶴見大学歯学部歯科技工

なる一般社団法人日本歯科技工学会第 41 回学術大会

研修科）が登壇．「知識で変わる歯のかたち」と題し，

（二川浩樹会長，坂下英明大会長，杉本雄二実行委員長）

歯の解剖学の教科書を熟読したとしても天然歯の形態を

が開催された．両日とも天候に恵まれ，全国から 550 名

再現できるわけでなく，歯科技工士からの視点で天然歯

の方々にご参加いただき，盛会裏に終えることができた．

を観察し，形態の規則性を見つけることが再現する際に

メインテーマは昭和，平成とともに歩んできた歯科技

重要であるとした．また最大豊隆部・各咬頭のバラン

工学会の令和という新しい時代の幕開けにふさわしい

ス・咬頭頂の位置を観察する注目ポイントにあげ，各歯

『歯科技工学が示す学術的根拠―歯科技工 温故知新―』

の特徴・規則性についてわかりやすく解説されて，知識

とされた．大会内容は時代の変化や技術の蓄積を経て今

をもって観察するとより効率的に上達すると話された．

に至る歯科技工を，歯科医療に携わる各々の立場から学

二川浩樹会長の挨拶に続いて，大会長講演には坂下英

術的根拠を示すもので，大会長講演，特別講演，教育講

明先生（明海大学歯学部）が登壇．
「顎義歯なくして顎

演，認定士・専門歯科技工士講習会，シンポジウムをは

外科なしの精神が歯科医療を再興する」と題し，口腔外

じめ，テーブルクリニック 2 題，ポスター発表 60 題の

科学の発展の歴史的背景から現在行われている口腔外科

研究発表がなされた．また機材展示 28 社，学生による

治療を，スライド写真を交えて解説された．近年の超高

テクニカルコンテスト，さらに会期中の 2 日間にわたり

齢社会のなかで患者も高齢傾向にあり，術後の生活環境

専門歯科技工士の筆記試験と症例審査が行われた．

や生活の質（ QOL ）を考慮し低侵襲手術を施している

初日の講演では認定士・専門歯科技工士講習会に高橋

という．低侵襲手術後の咬合再建には顎義歯を含む補綴

英和先生（東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科）

の必要性が高く「口腔外科と顎補綴は補完し合う＝顎義

が登壇．
「 CAD/CAM 用歯科材料―切削用材料と 3D プ

歯なくして顎外科なしの精神である」と概説．補綴を支

リンター―」と題し，歯科用 CAD/CAM システム・除

える歯科技工士にとって，とても刺激となる講演となっ

去加工用材料・3D プリンター・3D プリンター用材料

た．

の 4 つのパートに分け解説され，加工方法や使用する材

シン ポ ジ ウ ム Ⅰ には 外 田 智 先 生（株 式 会社 ニ ッシ

料の種類・特徴をしっかり理解することでよりよいもの

ン），橘弘之先生（日本歯科大学附属病院歯科技工室）

ができ，さらには現時点で使用を限定されている加工方

が登壇．『保険診療の新技術に対する歯科技工学からの

法や材料が使用可能になることでより今後の展開が期待

対応』をテーマとし，
「下顎全部床義歯の間接法軟質裏

石川県地場産業振興センター入り口

器材展示会場の様子
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テクニカルコンテストの様子

と契約書式案」の 4 つの題で近年の歯科保健医療および
歯科技工士を取り巻く厳しい労働環境，高齢化や若手歯
科技工士の減少による将来的な歯科技工士の不足が予測
されている現状が報告された．これらの現状を踏まえ今
後の課題や労働環境改善のための取り組みなども語ら
れ，参加者それぞれが歯科技工業での自分の現状を改め
て考えさせられるシンポジウムとなった．
特別講演には東洋一先生（福井県恐竜博物館）が登
壇．
「発掘で明らかになってきた北陸の恐竜時代」と題
し，恐竜がすんでいた時代から化石が発掘されるまでを
ポスター展示会場の様子

解説された．そして現在もなお続いている恐竜化石調査

装」「ファイバーを用いた高強度コンポジットレジンブ

代の古環境についても紹介され大変興味深いお話をいた

リッジ」の 2 つの題で今年保険収載された新技術・材料

だいた．

によって，これまでに明らかになった北陸地方の恐竜時

についての特徴や使用方法，製作における注意点，ポイ
ントを解説していただき，今後製作するにあたってのヒ

シン ポ ジ ウ ム Ⅳ には 佐 藤 幸 司 先生（佐 藤補 綴 研究
室）
，星久雄（星デンタルラボラトリー）が登壇．『義歯
「温故知新」木床義歯から CAD/CAM 義歯まで』をテー

ントを多くいただいた．
シンポジウムⅡには大島克郎先生（日本歯科大学東京

マとし，
「義歯製作の客観的ガイドラインと CAD/CAM

短期大学歯科技工学科）
，下江宰司先生（広島大学大学

デンチャー」
「顎機能に調和した咬合構成をめざして」

院医系科学研究科）
，飛田滋先生（明倫短期大学歯科技

の 2 つの題で木床義歯から CAD/CAM デンチャーまで

工学科）が登壇．
『歯科技工教育大綱化の現状と今後の

の歴史を紹介するとともに，製作する上で必要な知識・

展開』をテーマとし，
「基礎分野

技術が解説された．

科学的思考の基盤」
実習と演習」の 3

近年，急速にデジタル化が進み，金属からジルコニア

つの題で各学校のカリキュラム・科目内容や特徴・取り

へ大きくシフトしているが，基礎的な咬合や製作原理は

組みなどが紹介された．また，歯科技工教育の現状・課

変わらず基本の重要性を再認識するよい機会となった．

題・今後の展望なども話され，とても有意義な時間と

今大会は歯科技工教育や労働環境の現状など，技術的

「基礎分野

人間と生活」
「専門分野

なった．
2 日目の講演ではシンポジウムⅢに堀義明先生（厚生

な面だけではなく，これからの歯科技工業界を考えるシ
ンポジウムが企画され知識・技術を向上させる場になる

労働省），田地豪先生（広島大学大学院医系科学研究

だけでなく，今後の歯科技工業界を再考する貴重な場に

科）
，堀口逸子先生（東京理科大学薬学部），小畑真先生

なったのではないだろうか．

（小畑法律事務所）が登壇．『歯科技工業の業務モデルの

最後に数多くの方々に支えられて石川県初開催となる

現状と将来』をテーマとし，
「歯科保健医療と歯科技工

大会を無事に終了することができましたことを，心より

士をとりまく現状」
「歯科技工業の現状」「歯科技工士の

感謝申し上げます．

職務満足度について」
「歯科技工所における契約の現状
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支部大会レポート

九州・沖縄支部 2019 年度総会・学術大会レポート
九州大学病院医療技術部歯科技工室

川上

裕嗣

令和元年 8 月 25 日（日），九州医療専門学校桜町キャ

学術大会

ンパスにおいて日本歯科技工学会九州・沖縄支部学術大
会ならびに日本歯科技工学会九州・沖縄支部総会が開催

総会終了後，学術講演会が開催された．まず，講演会

された．今回の学術大会は，「デジタルはインプラント

に先立ち一般社団法人 日本歯科技工学会の二川浩樹会

補綴をどこまで変えるか？」という演題で，九州大学病

長の挨拶文が福井理事より代読された．その後，座長の

院再生歯科・インプラントセンターの松下恭之先生をお

土肥氏より講師の松下恭之先生の紹介があり，講演会が

迎えし，参加総数 80 名（会員参加数 21 名，会員外参加

開始となった．

数 6 名，学生参加数 53 名）の会場は盛会となった．

講演では，正確な印象と最終模型は補綴リハビリにお

学術大会前に総会が開催された．はじめに門司誠一支

いて成功するための重要な要素である．作製の最初のス

部長から挨拶があり，続いて土肥氏が議長に選出され，

テップは三次元の正確な像をとらえることであり，口腔

以下総会次第の通り行われた．

内でのインプラントポジションを印象によって作業模型

令和元年度九州・沖縄支部総会

にトランスファーすることである．不正確な印象は補綴
装置のミスフィットを生み出し，インプラント補綴境界
面に生体力学的な偶発症を引き起こす．従来の印象法で

1．報告

は，印象材，トレーアプローチの仕方，インプラント傾

1）平成 30 年度事業報告

斜，印象コンポーネントの適合精度等について多くのリ

2）その他

サーチが行われているが，いまだ印象に関するコンセン

2．議事
1）平成 30 年度収支決算に関する件

サスが定まっていない．一方でデジタル印象では印象材

2）監査報告

が不要であり，患者は快適でアナログ手法によるエラー

3）令和元年度事業計画および収支予算案に関する件

を少なくすることができる．しかしながら，従来の印象

4）令和 2 年度学術大会に関する件

とデジタル印象とを比較し，精度と臨床的許容性に関し

議事内容については，いずれも満場一致で承認され
た．また来年度の学術大会も開催することとなった．

て，デジタル印象での成果に疑問を唱える報告も散見さ
れることから，実験で得られた事実を基にデジタル印象

総会で門司誠一支部長の挨拶

日歯技工誌
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質問に答える松下恭之先生

感謝状贈呈

がインプラント補綴を現状どこまで変えているのかを評
価するという内容であった．

いるのが印象的であった．
松下先生は講演の最後に歌手の吉田拓郎のアルバム名

松下先生は，昭和 56 年に九州大学卒業後 38 年間にお

を引用し「新しい船をいま，動かせるのは古い水夫じゃ

よぶ臨床経験と臨床に即した多岐にわたる多くの実験か

ないだろう」と，アナログからデジタルへの変化をユー

らデジタル印象（ Intra Oral Scanner ）がどの程度可能

モラスに表現され，これからの若手歯科技工士や学生に

であるか検証を行い，アナログとデジタルの問題点や利

対して励ましの言葉で講演を締めくくった．

点を整理してわかりやすく講演されており，多くの歯科
技工士学校の学生さんが真剣に聞きながらメモを取って

最後にご講演いただいた松下恭之先生ならびに学術大
会関係者各位に心よりお礼申し上げます．
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支部大会レポート

関東支部 2019 年度総会・学術大会レポート
鶴見大学歯学部歯科技工研修科

河村

令和元年 9 月 15 日（日），横浜の鶴見大学記念館にお

昇

明された．

いて日本歯科技工学会関東支部 2019 年総会・学術講演

まず最初に精密な歯科技工の歴史を紹介し，その変遷

会が開催された．最初に支部長の田村和生先生より挨拶

によりわれわれの技工技術の確立がどのように行われて

があり速やかに進行した．

きたかを説明された．精密技工の始まりは，可撤性の要

学術講演会の演題は，
「精密歯科技工の世界」と題

素を取り入れたブリッジで，1886 年 R.W.Starr によって

し，株式会社バイテック・グローバル・ジャパンの安江

Starr bridge が紹介され，続いて 1889 年 Peeso の二重

透先生（日本歯科技工学会理事）が登壇された．会場を

金 冠（ダ ブ ル ゴ ー ル ド ク ラ ウ ン ），1903 年 Peeso split

埋めている若手歯科技工士にとっては，先生がお話しさ

pin and tube attachment が紹介された．安江先生も学生

れたピンレッジやコーヌステレスコープデンチャーの製

時代，部分床義歯の講義をされていた，故松元誠教授か

作について実際の写真を見ながら説明を受けることは現

ら Peeso split pin and tube attachment について教わった

在ほとんどなく，映し出されるその画像を食い入るよう

と 述 べ ら れ た．1990 年 代 に な る と， コ ー ヌ ス テ レ ス

に真剣な眼差しで見入っている様子は，とても印象的で

コープが盛んに作られ，ミリングマシーンの特徴と実際

あった．

に内冠をどのように作っていたか，技工をする際どのよ

会場にいる若手の多くは，午前中に行われた首都圏歯
科技工士会連合会主催第 20 回歯型彫刻コンテスト「ほ

うなことを考えて製作していたかについて，先生の考え
を踏まえて述べられた．

るほる」の参加者で，自分の実力を出し切った充実感に

コーヌスの特徴として，維持力は，内冠と外冠が嵌合

浸っている者や，思うように彫刻できなかったのか，肩

して初めて維持力が発現されるため着脱はしやすく，義

を落としため息をつく者も散見された．

歯による 2 次固定が可能である，また清掃が容易であ

演者の安江先生は，東京医科歯科大学の技工部で 6 年

る，などの特徴を紹介した．今回の演題となった精密歯

間，その後，歯科技工士学校や実習科および東京医科歯

科技工については，安江先生が製作した補綴装置を紹介

科大学歯学部口腔保健学科保健工学科で講師として教育

しながら説明された．精密歯科技工は，歯科用金属の精

に携わり，その間も高度な臨床技工を日々行ってきた．

密鋳造の確立とともにチャネルピンショルダーシステム

その経験をもとに会場に集まった 120 名の参加者に，貴

やコーヌステレスコープなどの内冠，外冠に分かれた構

重なスライドを見せながら精密な技工について丁寧に説

造を有した補綴装置で，1980 年から 90 年代に多く製作

実行委員の皆様

会場の様子
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演題『精密歯科技工の世界』
精密歯科技工の世界を伝えていただいた安江 透先生

感謝状を手に安江先生と田村支部長

されていた．そのなかでも精密なロウ着技術を必要とす

レスコープが紹介される以前は Flexbil Support が義歯

る，チャネルピンショルダーシステムは，外観の内面に

設計の大原則として考えられ，90 年代まではダルボを

ピンをロウ着するという高度な技術が必要で，難易度が

はじめ緩圧的なアタッチメントが数多く発売されていた．

高い．安江先生は医科歯科大学時代そのような精密な歯

90 年代後半には，パーシャルパラレルミリングが臨

科技工を数多く手がけられ，そのなかでも特に多く手が

床で多く製作されるようになる．パーシャルパラレルミ

けられたコーヌステレスコープについて詳しく説明され

リングとは，部分的に平行（パラレル）な軸壁を設定し

た．
まず内冠の製作について，コーヌス角の 6 度をどのよ
うに与えるか，着脱方向，各支台歯の傾斜，金属の厚

た，ミリング加工による補綴物をいう．安江先生もこの
時代にパーシャルパラレルミリングをいくつも製作され
ていた．

み，唇側の豊隆などを考慮しコーヌスシュリッテンを用

1997 年にシエン社より発刊された小野寺保夫氏によ

いてどのように角度を決めていくか，細かく製作法を紹

る「ミリングの基礎と実践」は歯科技工士になった当時

介した．特に刮目すべきは，安江先生はコーヌス内外冠

の私にとっても衝撃的な 1 冊であった．そこに書かれて

の不適合の要因を製作時の内冠形成過程にあると想定

いたミリングテクニックを隅々まで読み，日々の臨床技

し，三角関数を適用して全周が均一に 6 度になっていな

工に活かすべく勉強したのを懐かしく思う．

いことを実験を繰り返して突き止めたことであった．

安江先生の製作したパラレルミリングの義歯が 20 年

テレスコープとは，いわゆる茶筒，望遠鏡や顕微鏡の

以上使用されているケースもあると述べられているが，

スライドするシリンダー部分，コーヌスとは内冠の形

20 年間使用し続けるためには，歯周組織や咬合などさ

状，すなわち円錐形をさす．現在，コーヌステレスコー

まざまなことが上手くコントロールされる必要があり，

プについてこのように詳しい内容までは，歯科技工士学

それ以上に大切なことは，パーシャルパラレルミリング

校の教育ではほとんど教えられていないと語った．コー

のデンチャーが精度よく製作される必要があると考えら

ヌステレスコープはパラレルミリングと違い，維持力の

れる．

調整が可能で任意に与えることができ，着脱が容易で装

最後に，今後の金属加工技術はアナログからデジタル

着がしやすい．また，支台歯間の歯軸関係においても許

に変わり，レーザーシンタリングやハイブリッド加工と

容範囲が広く，構造は内冠と外冠でできており比較的構

呼ばれる加工法が新たに生まれ，鋳造法は新たな技術に

造が単純であると述べられた．

置き換わっていくことでしょうと述べられた．今回の講

コーヌステレスコープは，Rigid Support（非緩圧的設

演会で会場の方々は精密歯科技工の技術力の素晴らしさ

計）の代表的な補綴装置で，支持力に対して残存歯の歯

を感じたことと思う．歯科技工士として技術力を向上す

根膜を最大限に使い，義歯は動かない．この考えは現在

るため，難易度の高い技工にチャレンジすることや，考

の補綴設計でも主流となっている．また相反する考えと

えながら製作することは，歯科技工士にとってこれから

して Flexbil Support（緩圧的設計）があるがコーヌステ

も必要不可欠なことだと再確認できる講演会であった．
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支部大会レポート

近畿支部

2019 年度総会・学術大会レポート
日本歯科学院専門学校

山中

令和元年 9 月 22 日に大阪駅南側に位置する AP 大阪

宏之

2．協議事項

駅前梅田 1 丁目 AP ホールにて，日本歯科技工学会近畿

1）平成 30 年度収支決算承認の件

支部の総会ならびに学術大会が開催された．なお，今回

2）監査報告に関する件

は大阪府歯科技工士会主催の「近畿デンタルサミット

3）令和元年度事業計画（案）承認の件

2019 In Osaka 」と共催という形で学術大会を運営した．

4）令和元年度予算（案）承認の件

全国から 1,000 名（会員，会員外，学生，企業）を超

5）その他

える参加数で会場は盛会となった．特に若手歯科技工

講

士，学生を中心に熱心に聞き入る姿が印象的であった．

演

同大会に先立ち，午前中に大阪府歯科技工士会主催の

総会終了後，「近畿デンタルサミット 2019」が開始さ

カービングコンテストが開催され 16 名の学生が日頃の

れた．基本テーマを「匠の神髄を見る」とし，講師 20

研鑚の成果を競い合った．

名が 4 会場に分かれ講演会を実施した．内容も多岐にわ

総

会

総会は 9 時 20 分より開催され承認・報告がなされた．
近畿支部副支部長の畠中利英氏の開会の辞により総会
が開始，近畿支部支部長の町博之氏より新就任を兼ねた
挨拶が行われた．総会議長として榎倫生氏が選出され，
記録人として嶋本佳世子氏と小谷和弘氏が選出された．
その後，以下の議事・協議事項は，滞りなく進行し，
最後に吉田比呂氏による閉会の辞により総会を終了した．
［令和元年度近畿支部総会］ 議事

たり，参加者にとって聞き応えのある学術大会となっ
た．講演していただいた先生方の氏名と演題を記載する．
・奥森健史
欠損補綴の目的から考える
パーシャルデンチャー・オーバーデンチャー
・小山邦弘
機能するためのパーシャルデンチャーワークとその
着目点
・今西秀郷
多数歯欠損症例によるチェアサイドのコミュニケー
ションの重要性

1．報告
1）平成 30 年度事業報告
2）近畿支部第 4 期役員

・榊原功二
機能咬合のワックスアップ「 Sequential Occlusion 」
・西村好美

3）その他

総会会場

カービングコンテスト会場
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各演者に座長から感謝状を授与

トータル的，歯科技工士力の向上を考える
・上原芳樹
インプラント治療に携わる上で知っておくべき知識
と歯科技工士の役割
・中村

心

天然歯牙から学ぶジルコニアセラミックスクラウン
の審美修復
・瓜坂達也
VISION 〜CREATION OF PERFECT HARMONY〜
・脇田太裕
天然歯の形学

講演会場（A ルーム）

・小出俊介
The role of Dental Technician in Minimal Intervention
〜最小侵襲治療における歯科技工士の役割〜
・田光

創

ために
・西岡健一

医学部歯科口腔外科における歯科技工士の役割
・川端利明

明日から使える模型製作の基準
咬合平面を意識すると臨床が変わる

『 DESC 』が目指すもの！

・佐藤幸司

勉強会の枠を超え，今と未来を生き抜くための共同

総義歯と咬合〜これからの歯科技工と展望〜

体！その活動の内容について
・旗立勝浩

今回，支部の理事であり，歯科技工士学校の教員とし

新しい歯科産業の未来に向けて

ても参加していたため，4 会場のうち A ルーム（定員

・藤本光司

63 名）のみ担当し，講演を聴講しながら学生や卒業生

実践・生体との調和を求めた補綴物形態の捉え方
〜より生体に順応させる正しいクラウンフォームとは〜
・森

ほかの AP ホールⅠ（定員 120 名），AP ホールⅡ（定
員 150 名），E ルーム（定員 45 名）を含め全会場に立ち

直美・メーケルプールグ明美
女性歯科技工士活躍プロジェクト

の対応をしながら大会全体を見た．

from Osaka

・松山真也
オペーク色セメントを使用した使用例
・前川泰一
シークエンシャルオクルージョンのデジタル診断シ
ステムと補綴設計のデジタル化
・槇田大介
若い人たちに「歯科技工」をバトンタッチしていく

見が出る状態で，入りきれない参加者はフロアに設定さ
れたモニターで見たり，企業展示ブースに行くなど大盛
況であった．なかには，1 つの講演時間がタイトな設定
だったため，もう少しじっくりと話が聞きたかったとい
う声も聞こえた．
来年度も同様な企画を計画しているということなの
で，今回の反省を生かし，よりよい大会になるよう期待
したい．
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支部大会レポート

中国・四国支部 2019 年度総会・学術大会レポート
岡山県

小林

文治

令和元年 9 月 29 日（日）
，日本歯科技工学会 中国・

は，多くの課題があると思った．また，この講演を受講

四国支部 2019 年度総会・学術大会が岡山県岡山市の岡

した歯科技工士学校の学生，若い歯科技工士にとって

山国際交流センターレセプションホールにて開催され

は，アナログ技工が徐々にデジタル技工に移行し，歯科

た．幸いにして秋晴れの好天に恵まれ，会員はじめ専門

技工技術の応用に新しい可能性を見出せたのではないだ

学校の学生や歯科医師など支部内外から合わせて 62 名

ろうか．

の参加があり，活気のある大会となった．午前 9 時 30

講演の後半は，先生の臨床症例を解説していただきな

分，田中忠重副支部長による開会のことばで開会式が始

がら，臨床レベルでの高度な適合精度や審美性，咬合な

まった．はじめに秋山佳弘支部長より，来賓ならびに講

ど，デジタル化を取り入れての補綴物を目の当たりに

演者に感謝の意が述べられ，併せて開催準備に携わった

し，そのクオリティーの高さに感銘を覚えた．また，先

準備委員の労をねぎらう挨拶があった．引き続いて，来

生は，歯科医療において，患者，歯科医師，歯科技工

賓の日本歯科技工学会 松下正勝理事により二川浩樹会

士，歯科衛生士の知識や情報を共有し，同じ意識で一人

長のお祝いのご挨拶を代読いただき開会式を閉じた．
学術大会午前の部は，日本歯科審美学会認定士，日本

ひとりの患者，一つひとつの症例に取り組まなければな
らないとも言われていた．

歯科技工士会生涯研修認定講師でもある増田長次郎先生

最後に最新の機材や材料の情報を聞かせていただき，

による「予知性の高い補綴物製作に必要な要件〜デジタ

デジタルとアナログをいかに融合し活用していくか，デ

ルとアナログの融合を求めて〜」と題しての基調講演で

ジタルで何ができ，何にアナログが必要かの判断基準を

あった．

見極める知識も重要であると話され，すべてがデジタル

先生は，昨今，歯科技工士の高齢化が問題視されてい

化するのではなく，細部にアナログ歯科技工の手技が加

る一方で，歯科医療における補綴物製作のデジタル化が

わり，デジタルとの融合がよりよい歯科補綴物を作ると

加速度的に広がり続けており，歯科技工士のデジタル技

言われたことが印象深く，これからの歯科技工士が目指

工への対応の必要性を話されが，高齢歯科技工士にとっ

して行く方向が見えたような大変興味深い講演だった．

てデジタル技工の習得は，相当の負担になると感じた．

講演終了後，支部長から増田先生に感謝状が授与さ

また，ラボ経営においてデジタル機材への高額な投資，

れ，記念撮影に応じる増田先生に会場から大きな拍手が

オペレーター等人材育成の必要性を実感するとともに，

送られ，午前の部を閉じた．

それらに対する小規模ラボ経営者の今後の取り組みに

総会の様子

お昼の休憩時間に開催された 2019 年度中国・四国支

開演前の会場の様子
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講演する窪木拓男先生

講演する増田長次郎先生

感謝状を受領した増田先生（左）

感謝状を受領する窪木先生（左）

部通常総会では，議長に秋山佳弘支部長が選出され，す

かう歯科治療の流れの中で，チェアーサイドとラボワー

べての上程議案が全員一致をもって可決された．協議事

クの連携によるデジタル技術での歯科補綴物製作は必然

項として，来年度の第 42 回日本歯科技工学会学術大会

で，今後のデジタル歯科技工の展望とその重要性をはっ

が中国・四国支部の担当で，広島県において開催される

きりと示していただいた．また，それに付随するアナロ

旨の報告があり，広島県の学会会員および歯科技工士会

グ技術の重要性もより深く理解することができた．

会員を中心に，支部組織全体で開催に協力する旨を承諾

DICOM データや STL データといった異なるデータの

し，総会を閉じた．

統合についての注意点，またプロビジョナルレストレー

午後の特別講演では，岡山大学大学院医歯薬学総合研
究科インプラント再生補綴学分野教授の窪木拓男先生に

ションの形態を正確に反映することの重要性もしっかり
と認識できた．

よる「時代は，補綴物に何を求めているのか？〜暫間補

先生は，このような新しいワークフローの共同開発に

綴物の形態を最終補綴物に反映させるためのデジタル

より産まれる新しいレベルの歯科医師と歯科技工士の連

ワークフロー〜」の発表があった．

携が構築され，患者の本質的なメリットに繋がる時代が

講演の前半は，年齢とともに増加する歯の欠損が起因

到来することを心から願っている，と結んだ．会場から

となる高齢患者の特有疾病に関する内容だった．脳梗塞

の盛大な拍手の内に窪木先生に感謝状が授与され，午後

や認知症，パーキンソン病などの高齢患者において，口

の部の講演を閉じた．

腔内にある補綴物，インプラント義歯などへの対応は難

講演終了後，今大会実行委員長の木下重臣岡山県技会

しく，介護現場での介護支援者にとっては難題であり，

長より閉会の挨拶があり，すべての日程を滞りなく終了

歯科医師や歯科衛生士のみならず患者さんに関わるすべ

した．

ての医療従事者が，知識や技術を結集して対応すること

おわりに，今大会が開催されるに当たり，相当の時間

が必要で，歯科医療とこれからの超高齢社会との関わり

と労力を費やし準備にあたってこられた方々はじめ，ご

を前向きに考えなければならないと語られた．

参加いただいた多くの皆様に心より感謝を申し上げる．

後半は，さまざまな臨床症例をあげ，デジタル化に向
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支部大会レポート

北海道・東北支部 2019 年度総会・学術大会レポート
北海道大学病院 生体技工部

若林

はじめに
2019 年 10 月 20 日（日）
，北大イチョウ並木が綺麗に
紅葉し，秋晴れの好天に恵まれるなか，北海道大学薬学
部にて日本歯科技工学会北海道・東北支部総会ならびに

侑輝

4．
「 CAD/CAM 切削加工によるクラスプ製作の試み（第
一報）」
北海道大学病院

生体技工部

○道田智宏，川村碧，若林侑輝，阪野充，西川圭吾，
横山敦郎

学術大会が開催された．メインテーマを「今，歯科技工

各演題を要約する．1 題目は若手歯科技工士の技術力

士としてできること」とし，ポスター発表 4 演題，3 つ

向上に向けた企業内努力について．2 題目は口蓋床を使

の講演が行われ，41 名が参加し活気ある大会となった．

用した義歯の疑似体験について．3 題目はエピテーゼ使

冒頭で，日本歯科技工学会会長二川浩樹氏の挨拶文を

用患者に向けたアンケート調査について．4 題目はデジ

支部長西川圭吾氏が代読した．

ポスター発表
開会式の後，以下に示す 4 つのポスター発表が行われ

タル技術の応用による義歯製作に向けた取り組みについ
てであった．これら分野の異なる研究発表に対して会場
では非常に活発な質疑応答が行われ，充実したポスター
発表となった．

た．

学術講演

1．
「当社の若手歯科技工士への人材育成へのとりくみ」
株式会社

札幌デンタル・ラボラトリー

○千葉啓人，須田康平，澤田伸太郎，垂水良悦
2．
「上顎口蓋レジン床における装着感についての考察」
株式会社

札幌デンタル・ラボラトリー 苫小牧ラボ

○瀬川幸雄，開沼潔，葛木修，古田都彦
3．
「エピテーゼ患者に対するアンケート調査に関して
（第一報）」

本学会の学術講演は歯科医師 1 名，歯科技工士 2 名に
よる 3 講演が行われた．
講演 1 は，
「補綴歯科治療による機能の改善〜咬合の
バランスを診る〜」と題し，北海道大学大学院歯学研究
院口腔機能学分野口腔機能補綴学教室の坂口究先生に，
ご講演いただいた．
講演では，有床義歯による治療の咀嚼機能の評価に関

北海道大学病院 生体技工部

する量的目標の設定を目指して，治療前後の咀嚼機能の

○若林侑輝，西川圭吾，阪野充，道田智宏，川村碧，

評価と回復程度について，日常臨床で行っている治療と

横山敦郎

ポスター発表での質疑応答の様子

その評価法について解説いただいた．キーワードとし

講演 1

坂口

究先生
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講演 2

柿崎 税先生

講演 3
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高畑寿也先生

て，「健康寿命の延伸」があげられ，補綴歯科治療と全

働き，遊ぶ，生き抜くヒント〜」と題し，Accordent.

身の健康との関わりの重要性を説明いただいた．また，

Lab（アコーデント・ラボ）の高畑寿也先生から，主に

咬合および咀嚼機能の臨床課題として，咀嚼機能の回復

学生や若手歯科技工士に向けてご講演いただいた．

程度に関する基準値が治療前に推定できれば，治療には

講演では，関東で 10 年間働いてこられた経験を踏ま

量的目標が設定できるようになると述べられていた．さ

えて，開業されるまでの苦悩や葛藤など，リアルな内容

らに，咀嚼機能の評価に使用されている咬合接触圧分布

でお話いただいた．20 代のうちにすべきこととして

システム（ T-Scan ）の有用性について，実際の臨床例

「正解を知る」ことが重要であることを強調されてい

講演の結びには，歯科技工士と歯科医師のコミュニ

コミュニケーションをとり，補綴物の正解を知るととも

ケーションと互いのモチベーションの重要性についてお

に，患者，歯科医師に求められる歯科技工士になること

話され「歯科技工士と歯科医師が同じチームのパート

が重要であるとした．また，最終補綴物のゴールを決め

によるデータを用いて解説していただいた．

た．補綴物の装着等の立会い時には歯科医師としっかり

ナーとして，歯科治療を進めることが大切である」と力

て，それに基づき治療計画を行う「トップダウントリー

説いただいた．

トメント」の重要性について解説していただいた．さら

講演 2 では，
「歯科技工士がいま考えること，そして

に，先生が立ち上げられた北海道若手歯科技工士勉強会

行動すること〜専門歯科技工士・認定歯科技工士の取得

の「 ito 」の活動内容に触れつつ，今後の歯科技工士は

とその重要性〜」と題し，北海道医療大学病院歯科技工

若手歯科技工士の活躍にかかっていると述べられていた．

部の柿崎税先生に，ご講演いただいた．
講演では，動画を用いて歯科技工士の労働環境や技工
料金の現状についてお話された後に，歯科技工士は「技

講演の結びには，
「仕事のための仕事ではなく，人生
を豊かにするための仕事でなくてはならない．生き抜く
ためには，息抜くことが大切」とのお言葉をいただいた．

術」だけではなく，その裏づけとなる「知識」を獲得

結びに

し，それらを普及させることを目指さなければならない
と述べられていた．そして，認定歯科技工士や専門歯科

今大会では，私もポスター発表の機会をいただき，大

技工士といった称号を得られる各種学会を紹介され，認

変貴重な経験となった．学生や若手歯科技工士の参加者

定取得要件や認定取得の重要性について説明いただいた．

数は少なかったが，若手歯科技工士が学会に参加する魅

講演の結びには，「歯科技工士が医療に携わっている

力は十分あるように感じられた．今後は学生や若手科技

ということを忘れず，歯科医師，歯科衛生士とともに同

工士の参加が増えるように SNS などのメディア等を活

じステージに立ち，さまざまな技工分野のエキスパート

用したアナウンスも充実させ，本学会がさらに盛り上が

になるために努力していかなくてはならない」と締めく

ることを期待する．

くられた．
講演 3 では，「関東で学んだ歯科技工士の魅力〜学び，

最後に，支部役員の皆様をはじめ，ご参加いただいた
多くの方々に深く御礼申し上げる次第である．
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学 校 紹 介

日本大学歯学部附属歯科技工専門学校
Dental Technician School, Nihon University School of Dentistry
〒101-8310

東京都千代田区神田駿河台 1-8-13

TEL：03-3219-8007

http://www.dent.nihon-u.ac.jp/college/tec/index.html

任教員で構成されています．本年度までに歯科技工教育

革

1．沿

FAX：03-3219-8316

大綱化後の各科目時間割編成を終え，専任教員を中心と
して，歯学部教員と非常勤講師を含めた教員組織で各科

日本大学歯学部附属歯科技工専門学校は，1954 年 4

目を担当しています．歯科技工と歯科技工学の知識，技

月に日本大学歯学部附属歯科技工士養成所として設立さ

能および専門性を高めるため，学校側は教員と同窓に対

れ，その後，日本大学歯科技工士学校（1966 年），日本

し，日本歯科技工学会認定士，専門歯科技工士3，4）の資

大学歯学部附属歯科技工専門学校（1977 年）と改称さ

格（表 2）
，各種学位（表 3）等を取得することを勧奨し

れて現在に至ります ．開校以来，夜間課程で運営さ

ています．

1）

れ，卒業生総数は 5,800 名を超えています．同窓の多く

一方，教員に対しては研究も奨励されており，平成

は歯科技工の第一線で活躍しておりますが，学術関連で

28 年には科学研究費補助金（奨励研究）の申請課題

は 日 本 歯 科 技 工 学 会 の 役 員（表 1）， 大 学 教 授（例：

（ LED 照射器で重合した間接修復用コンポジットレジン

atdjapan.co.jp ）
，海外で活躍する歯科技工士2）など，多

の諸性質）が採択されています．学会，論文報告のみな
らず，複数の特許，実用新案も出願され（表 4）
，研究

士済々です．

成果が歯科技工の現場に還元された例もあります．日本

2．教育方針

大学は学校法人としての技術移転機関（ TLO：NUBIC ）
を有し，
この存在が知的所有権の獲得にも役立っています．

歯科医療技術者としての知識，技術および幅広い教養

第 40 回日本歯科技工学会学術大会は，2018 年 9 月に

を身につけた人材の育成を教育目標としています．本校

本校校長を大会長として，都内で開催されました．大会

の専任教員は，日本大学歯学部付属歯科病院の歯科技工

の「企画セッション」として，元東京トヨペット社員の

装置製作も一部担当しています．

本学校友で，後に歯科技工士の資格を取得した五輪出場
者から「クラウンを売るからクラウンをつくる」へ転身

3．教員構成と研究活動

した経緯も含め，興味深いスポ根的講演をしていただき
ました（図 1，日本歯科医学会 HP，四百字の唄，第 31

教員組織は校長，教務主任および 3 名の歯科技工士専

表1

日本歯科技工学会理事会構成員（卒業生と教員抜粋）
氏

名

役員名

任

勝敏

五十嵐孝義*,**

理 事
理 事

湯田 雅士**

理

1990-1998，2000-2001
1993-2005

椎名 芳江
吉田比呂志

理 事
理 事
副会長
会 長
監 事
監 事
理 事
理 事
副会長
理 事

風見

松村

英雄*

石川

功和

今井

秀行

事

期

2000-2001
2002-2008
2005-2010
2010-2016
2016-2018
20182011-2018
20182012-2013
20132016-

*歯学部教員，**故人

回，https://www.jads.jp/fourhundred/index.html ）5）．

4．学生数
本校の収容定員は 1 学年 35 名で，夜間 3 年制の課程
となっていますが，入学者は減少傾向にあり，2019 年 3
月の卒業者は 13 名，同年 4 月の入学者は 12 名でした．

表2
氏

日本歯科技工学会認定士，専門歯科技工士（教員）
名

風見 勝敏
五十嵐孝義*,**
松村
椎名

英雄*
芳江

今井

秀行

認定士

専門歯科技工士

1999-2007
1999-2007
2003-2018
1999-2017

2012-2017

20172017*歯学部教員，**故人
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表3
氏

名

学

位
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専任教員学位取得者

発行機関

学位論文名

取得年月

加 熱 重 合 型 歯 冠 用 硬 質 レ ジ ン の 研 究 ―4PN1988 年 2 月
（EMA）8 モノマーの配合比による物性の検討―
LTV ビニルシリコーンゴムのマイクロ波加硫に
関する研究―石こうを型材とした場合の標準的 1997 年 3 月
照射時間について―

湯田 雅士 歯学博士

日本大学

林

純子 博士（歯学）

日本大学

池田

敏則

博士（歯学）

日本大学

椎名 芳江 博士（歯学）

日本大学

今井 秀行 学士（教養）

放送大学

2009 年 9 月

東北大学

重合条件の違いが各種間接修復用コンポジット
2012 年 3 月
の色調安定性に及ぼす影響

博士（口腔健康科学） 広島大学

有機硫黄化合物含有プライマーが間接修復用コ
ンポジットレジンと金銀パラジウム合金との接 2015 年 3 月
着に及ぼす影響

修士（口腔科学）

市川

裕美 学士（口腔保健学）

大学評価・学位授与機構
表4

発明，考案者
林

純子

発明，考案の名称
顎顔面補綴物およびそ
の製造方法
義歯床用レジンの重合
温度を調節する方法
折り畳み式集塵ケース
ブンゼンバーナ

坂口節子

歯科用スパチュラハン
ドル
スパチュラスタンド

ラ ッ ト 培 養 骨 髄 細 胞 に お け る osteoblast/
osteocyte factor 45 及び dentin mtrix protein 1 の 2003 年 3 月
遺伝子の発現
チタン合金の鋳込みに関する研究―Ti-6Al-7Nb
2004 年 6 月
合金の鋳込み率について―

2014 年 8 月

特許および実用新案出願実績

出願番号

特許公開番号

実用新案登録番号

情報公開日

特願昭 63-277393 特開平 2-124157

1990 年 5 月

特願平 10-129694 特開平 11-299809

1999 年 11 月

特願 2002-13858

2003 年 7 月

特開 2003-210491

特願 2004-154200 特開 2005-337535

登録日

2005 年 12 月

実願 2004-3992

第 3110845 号

実願 2006-4418

第 3124463 号

2005 年 5 月
2006 年 7 月

夜間教育課程のため，高校新卒者の入学は少なく，大学
卒業者，現役社会人も相当数在籍しています．

5．教育カリキュラム
講義と実習は歯学部内の専門学校講義室と実習室で行
われています（図 2，3）
．教育課程の大綱化をふまえ，
2019 年度入学者に対して情報科学を開講し，ワープロ
ソフトや表計算ソフト，プレゼンテーションソフトおよ
び 3D モデリングソフトなどの基礎を教育しています．
歯科技工実習においては 1，2 年次に基礎を学び，3
年次までに陶材焼付金属冠，セラミッククラウン，金属
床義歯等々の歯科技工について学修します（図 4）
．
本校の教育課程は基本的に 18 時以降の時間割となり
図 1 第 40 回日本歯科技工学会学術大会
企画セッション「オリンピックと
歯科技工」のポスター

ますが，第 3 学年の歯科技工実習については 15 時から
21 時 15 分の間の 45 分× 3 時限を選択して履修するこ
とが可能となっています．

日本大学歯学部附属歯科技工専門学校

図 2 日本大学歯学部附属歯科技工専門学校玄関

図3
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日本大学歯学部付属歯科病院玄関

8．科目等履修生制度
本学歯学部において，2011 年から科目等履修生制度
が制定され，62 単位以上の単位修得者に対し，独立行
政法人大学改革支援・学位授与機構から学士（口腔保健
学）口腔保健技工学専攻が発行されています6，7）．限ら
れた募集枠ではありますが，この制度を活用すると，専
門学校卒業後，国立大学並の学費かつ最短 2 年で学士の
学位を取得することが可能です．

図4

歯学部実習室における第 2 学年の歯科技工実習

9．まとめ
本校の特色について，教学と研究の両面から紹介させ

6．学校行事

ていただきました．本校は，ここ数年全国に数少なく
なった夜間課程専門学校の一つとして存亡の危機に直面
しております．しかしながら，将来的には都心における

毎 年 5 月 に 球 技 大 会，10 月 に 文 化 祭 が 行 わ れ ま す

特色ある歯科技工士養成施設へと転換できることを目指

が，この 2 つの行事は歯学部，歯科技工専門学校，歯科

し，教員一同不断の努力を続けてまいります．今後と

衛生専門学校の 3 校が合同で開催します．特に文化祭

も，日本歯科技工学会会員各位からのご指導，ご鞭撻を

（駿技祭）では，歯科技工の技術を活かし，歯に関連し
た金属加工品，歯の形をした蝋燭などを出展し，来場者
が指の印象採得を行い，指型の模型を製作するなど，
種々の体験行事が実施されます．参加者がそれぞれアイ
デアを出し合い，専門学校で学んだ知識と技術を文化祭
の場においてアピールできる機会となっています．

7．進路支援
歯科技工士として就業するための心構えと就職活動へ
の意欲を高めるため，3 年次に歯科技工関係諸団体に所
属する講師による就職ガイダンスを実施しています．就
職活動時には，履歴書作成，模擬面接などの演習を行
い，各個人に見あった就職先を見つけるための支援とし
ています．

賜りますようよろしくお願い申し上げます．
文

献

1）歯学部百年史編纂委員会：日本大学歯学部百年史，一

世印刷，東京，287-290，2017．
2）全国歯科技工士教育協議会編：最新歯科技工士教本
歯科英語，39-41，医歯薬出版，東京，2019.
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題，日歯技工誌 37（1）
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：95-100，2014．
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学 校 紹 介

香川県歯科医療専門学校 技工士科
Kagawa Dental College

Dental Technician Course・Dental Hygienist Course

〒760-0020 香川県高松市錦町 2-8-37

TEL：087-851-6414

FAX：087-851-6416

http://www.shikasen.ac.jp

1．沿

革

3．教育目標

本校は，香川県歯科医師会立校として昭和 42 年に創
立され，半世紀を超える伝統ある学校です．技工士科と
衛生士科の両科があり，「人間愛・研鑽・社会貢献」を
理念に医療人としての人間力を育てています．歯科医師

（1）私たちは，患者さんに寄り添い，常に患者さんの立
場になって物事を考えられる包容力を育てます．
（2）私たちは，医療に携わる者として，他の専門職と協
力し，責務を果たすことができる人間力を育てます．

会立校として香川県歯科医師会の歯科医師をはじめ，歯

（3）私たちは，チーム医療・地域医療の担い手として，

科技工士，歯科衛生士等，豊富な経験を有する専門の先

円滑な診療活動・保健予防活動に貢献できる社会性

生方に指導をいただきながら，専任教員の下で歯科医療

を育てます．

に関する知識と技術を身に付けるとともに，人間力を高

（4）私たちは，自ら学ぶ力を培い，患者さんの失われた

め，心豊かで人の健康を支える歯科技工士，歯科衛生士

機能を回復させるとともに，Q.O.L の向上に貢献で

を目指しています．

きる創造性を育てます．

校舎は JR 高松駅から徒歩 10 分のところにあり，平
成 21 年に新校舎が完成し，7 階の 8020 ホールからは瀬

4．教員構成

戸内海を眺めることができます（図 1）
．
技工士科は専任教員の他，香川県歯科医師会所属の開

2．教育理念

業医，臨床現場で活躍されている歯科技工士の計 28 名

社会の進展に柔軟に対応できる知識の習得と，技術の

を保有しています．

で構成されています．専任教員は全員が歯科技工士免許
研鑽を重ね，それを生かす深い人間愛の醸成につとめ，
歯科医療の発展に貢献できる医療人を育成します．

衛生士科は専任教員の他，香川大学をはじめとした大
学や病院，施設等で実務をされている先生，香川県歯科
医師会会員の先生，臨床現場で活躍されている歯科衛生
士の計 64 名で構成されています．専任教員は歯科衛生
士免許の他，各種認定歯科衛生士を取得しています．

5．学生数
技工士科の 1 学年定員は 20 名で修業年限は 2 年間で
す．衛生士科の 1 学年定員は 50 名で修業年限は 3 年間
です．高校卒業生や大学卒業生，社会人経験者も入学し
ています．

6．教育カリキュラム
技工士科では，基礎分野，専門基礎分野，専門分野の
合計で 68 単位を修得します．歯科技工の専門的知識は
もちろんのこと，実習では臨床経験豊かな講師を招い
図1

校舎外観

て，基礎的技術とともに最先端の歯科技工テクニックを

香川県歯科医療専門学校 技工士科

図2

CAD/CAM セミナー

図4

ジルコニアセミナー

図6

小学校歯磨き指導

身に付けます．また，併設する香川県先進歯科技工研修
センターでは，日々臨床の CAD/CAM デジタル技工が
行われており，学生も直に指導をいただくなど，新しい
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図3

図5

図7

授業風景

口腔保健指導

スキルス・ラボ実習

が行えるようなカリキュラムとなっています（図 5 〜 7）
．

7．学校行事

歯科技工技術習得にも力を注いでいます（図 2 〜 4）．
衛生士科では，基礎分野，専門基礎分野，専門分野の

4 月の入学式を終えると，学生同士や学生と教員との

合計で 122 単位を修得します．歯科衛生の専門的知識は

親睦を深めるため，新入生歓迎会（図 8）があり，毎年

もちろんのこと，実習も充実しています．シミュレー

学生が主体となって企画・運営し，県内外の観光地や公

ション実習，相互実習から臨床実習へと段階を経て進み

園などに出かけてゲームや，スポーツを楽しんだりして

ます．徳島大学でのスキルス・ラボ実習や OSCE も取

新入生を歓迎します．5 月には衛生士科では臨床実習が

り入れ，時代のニーズや対象者に合わせた口腔健康管理

始まり，技工士科では会社見学や研修旅行（図 9）が行

日歯技工誌
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図 8 新入生歓迎会

図9

図 11
図 10
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研修旅行

体育祭

歯と口の健康習慣行事

われます．6 月には両科ともに「歯と口の健康週間行
事」
（図 10）に参加します．7 月には前期試験が行われ，
7 月 21 日 か ら 8 月 末 ま で が 夏 季 休 業 日 と な っ て い ま

んでいます．

9

まとめ

す．10 月には保護者会や体育祭（図 11）が行われ，解
剖見学もあります．11 月には衛生士科 2 年生の研修旅

技工士科：国家試験 100 ％合格実績，就職率 100 ％を

行と戴帽式があります．12 月には後期試験があり，冬

誇り，知識や技術だけでなく医療人としての人間性を高

季休業日となります．国家試験を終えて，3 月には卒業

め，時代の変化に柔軟に対応できる歯科技工士を育てる

式を迎えます．

教育を目指しています．また，学校独自の修学資金支援

8．就職活動

制度を取り入れるなど，就学しやすい環境づくりに努め
ています．
衛生士科：国家試験に合格するだけではなく，長く働

両科ともに 8 月から就職活動が開始され，学生の希望

ける歯科衛生士の養成を目指しています．そのために医

を丁寧に聞きながら，夏休みなどを利用して学生自ら歯

療人としての人間性を育み，基礎から応用まで柔軟に対

科医院・歯科技工所の見学やインターンシップを体験す

応できる歯科衛生士教育を行っています．

るなど，各学生に合った就職先が見つかるように取り組
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賛助会員紹介

株式会社サンケイワーク
1．会社概要

滝効果ともよばれ水が分裂した時，大きな粒子は正に帯

社

名：株式会社サンケイワーク

電し，小さな粒子は負に帯電する現象をさします．この

創

立：2002（平成 14）年 10 月 18 日

現象は，水滴の表面が外側に負，内側に正の電気 2 層と

事業内容：健康医療機器 / 美容機器 / 環境機器 / 介護用
品等の販売および卸

なっており，水滴が分裂する時，外側の負電気は表面の
水がちぎれて飛び出す小さな粒子に残るためです．滝壺

所 在 地：本社；〒 553-0004 大阪府大阪市福島区玉川

や急流のように水滴が激しくぶつかり合うところでは，

TEL：06-6445-0688

3）「微細ミストが気管・粘膜に及ぼす影響」

URL：http//www.sankeiwork.co.jp

を水だけで作り出す画期的な製品です．装置内で細かく

2-8-4 阪神玉川オフィスビル 3F

全国共通フリーダイヤル：0120-956-460

2．主要製品 『クリスタルイオン』（図 1）

1）「マイナスイオン発生機」の原理

マイナスイオンが大量に発生するわけです（図 4）
．
クリスタルイオンは，装置内で自然界の空気浄化作用
された水は，レナード効果により，マイナス酸素イオン
を含む酸化還元力の高いミスト（霧）を効率よくノズル
から放出します．そのサイズはきわめて微細で 0.0001

クリスタルイオンは水を噴水のように吸い上げ，同時

〜 0.5μm の大きさなので空気の一部として部屋に漂い

に遠心分離して，水滴状のフィルター（雨でホコリが落

ます．肺胞内の奥深い粘膜にも到達し，血圧の適正化・

ちる原理）で空気を水洗いします（図 2）
．さらにその

呼吸機能の強化・肌の老化の予防にきわめてよいと考え

水滴を細かく分離することで，より小さな水滴と大きな

られます．また，装置内を通過する空気を短時間で浄

水滴に分離されます．そしてレナード効果の原理にて，
マイナス酸素イオンになっている 100 万分の 1 〜 10 万
分の 1mm の小さなミストのみを室内に放出し空気のさ
まざまな物質に付着してコーティングし，本体の水タン
クに回収，また，落下させます（図 3）
．湿度が 80 〜
90 ％に達しても，水滴が細かくて体に付着しないた
め，不快感はありません．水が蒸発しない限り自らの力
で二度と逃げ出すことはありません．
2）「滝のイオン発生のメカニズム＝レナード効果」
ノーベル物理学者レナード博士の「レナード効果」は

図2

図1

クリスタルイオン

水フィルターでホコリ・塵を回収

図3

7m 先まで微細ミストが噴射
（室内のベタつきは一切ありません）
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図5

図4

マイナスイオンの発生
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0.3μm 以下の水微細ミストが気管，
肺胞まで入り込み，
汚れを浄化洗浄

3．わが社の社風
わが社は，日々，少人数を活かした堅苦しさのない社

化・無臭害化・安定化して装置内に閉じ込めます．本装

風でチーム一丸となって仕事を進めております．お互い

置は，人体が本来備えている健康維持能力・健康回復力

に協力し合い，また助け合いながら，引き続き当社の水

などのホルミシス効果を充分に発揮する空間を作り出し

式空気浄化機「クリスタルイオン」の魅力をより多くの

ます（図 5）．

方々に，お伝えできるよう尽力して参ります．訪問する

4）歯科技工院内での効果

業界も多岐にわたり，
「一期一会」を理念として，日本

・空気浄化作用

各地，飛び回っております．

①水フィルターによりホコリ・塵・ガスレベルのものま
で付着し，浄化します
②新品かつ衛生的なフィルターを毎日，使用可能．目詰
まりを起こしません

空気環境を整える製品として，われわれ一同，自信を
もってご紹介させていただきます．
少しでも空気環境に興味をおもちでございましたら，
当社製品を，ぜひ院内でご体感下さいませ．小さな会社

・洗浄力の低下がありません

ですが，時代に左右されない当社製品の魅力を身近で感

・室内の保湿

じていただければ，幸いでございます．

・技工所内のワックスやファーネスで発生するニオイ・
有害なガスを滝のマイナスイオンが中和分解
・静電気の除去
・加湿器不要

4．歯科技工学会への取り組み
われわれは，学術大会等の展示に参加させていただく
ことで，空気浄化機クリスタルイオンをご紹介しており
ます．空気環境を整える製品を通して，歯科技工業界に
貢献できるように今後も取り組んで参ります．
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賛助会員紹介

株式会社ニッシン
1．会社概要
社

名：株式会社ニッシン

創

立：1951（昭和 26）年 12 月

事業内容：歯科材料・歯科模型製造販売

所 在 地：本社〒601-8469 京都市南区唐橋平垣町 8 番地

管理本部〒621-0001 京都府亀岡市旭町樋ノ口 88

TEL：0771-22-5534

URL：http://www.nissin-dental.jp/

2．主要製品
1）歯科実習用模型

もございます．
他にも歯科教育用として，他学会との共同開発模型
や，各養成機関の希望を汲み取った仕様の顎模型など，
さまざまな顎模型・模型歯・周辺器材の開発・製造を通
して，学生教育や卒後教育に貢献しています（図 2）
．
2）歯科材料分野
歯科材料分野は，当社の創業時から続く主要事業であ
り，時代の流れや歯科医療技術の発達と共に歩みながら
商品分野を広げ，深めてきました．長年にわたってご愛
顧いただいている「ナチュラルレジン」「アルファレジ
ン」などの義歯床用レジン材料や硬質レジン歯「デュラ

歯科教育用教材として歯科大学・歯科衛生士養成機関

クロスフィジオ」
，保険算定が可能となった義歯床用軟

へはさまざまな症例を付与した顎模型や模型歯を，歯科

質裏装材「フィジオソフトリベース」（図 3）などの歯

技工士養成機関へは解剖学見本用としての天然歯形状の

科技工用材料に加え，既製テンポラリークラウン「 JM

模型歯や，人工歯排列時実習用の蝋提など，各教育機関

ポリクラウン」，アルギン酸塩印象材「アルフレックス」

でお使いいただける教育教材を製造販売しております．
数年前には全国歯科技工士教育協議会監修の下，天然

歯根の模型歯を装着した顎模型
「ANA3003-UL-JCP-D-28」
を共同開発品として製作いたしました（図 1）
．歯科教

や歯科充塡用コンポジットレジン「メタフィル Flo 」
「 AQ ボンド」等の歯科診療用材料も取り扱っていま
す．なお歯科技工分野においては，CAD/CAM 導入に
よるデジタル化にあわせ，CAD/CAM 関係の材料や機

育過程での「スタンダード歯形モデル」として，各部位

器類などの開発・製造を行い，関連のグループ会社を通

の歯の特徴を理解しやすい歯冠形状や解剖学をベースと

じて販売しています．

した適切な排列・咬合関係を備える顎模型となります．

さて，近年の社会全体の急速な高齢化や健康指向の高

また歯を抜くことで歯根の形状も確認することができ，

まりのなかで，身体の健康と直結する口腔ケアへの関心

歯科技工士養成機関のみでなく多くの教育の場で活用い
ただいております．
よりさまざまな教育現場でお使いいただくために，同
形態の石こう模型や，歯型彫刻時に役立つ歯型彫刻模型

歯見本用ブロック「 ANA3006-T-SC/SG 」や歯型彫刻学

も高まっています．当社ではオフィス用義歯洗浄剤
「フィジオクリーンプロ
剤「フィジオクリーン

歯石用Ⅱ」
・ホーム用義歯洗浄
キラリ

錠剤」（図 4）といっ

たトータルクリーニングにお使いいただける義歯洗浄剤
に加え，新製品の口腔保湿剤「 Keora（ケオラ）」
（図 5）

習用拡大模型歯「 C-PRO3A002」などのバリエーション

などを販売しています．「 QOL（クオリティ・オブ・ラ

図 1 歯型彫刻スタンダードモデル
「ANA3003-UL-JCP-D-28」

図 2 さまざまな教育用模型
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図3

義歯床用軟質裏装材「フィジオソフトリベース」

図5
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図 4 義歯洗浄剤「フィジオクリーン

キラリ

錠剤」

口腔保湿剤「Keora（ケオラ）
」
図6

イフ）」という言葉が叫ばれるようになって久しい今日

歯科教育訓練用バーチャルシミュレーター
「Simodont（シモドント）」

この頃ですが，歯科材料を切り口にトータル的な健康管
理の維持・向上に貢献できるような商品を今後も提供し
ていきたいと考えています．

3．わが社の社風
「一人一人が物心両面の幸福と成長を希求し，お客様

CAM 関連材料や器機の開発を進めて参ります．
教育関連事業分野においては，歯科教育訓練用バー
チャルリアリティーシミュレーター「 Simodont（シモ
ドント）」の発売を開始いたしました．歯科教育関連製
品と，最新の VR 技術を利用した「 Simodont 」が融合

と共に世界の人々の笑顔作りに貢献します」を経営理念

することにより，デジタルとアナログの双方から歯科教

とし，創業以来のポリシーとして，
「 UP TO DATE（日々

育におけるさまざまな目的や症例に応じた製品や教育カ

進取の気性）」を掲げ，社名の由来にもなっています．

リキュラム提案の可能性を広げ，海外拠点を含むニッシ

現在は，歯科教育用教材，歯科技工用材料，歯科診療用

ングループ全体での事業拡大を目指していきます．

材料などの製造販売をしています．特に歯科教育用教材
としての顎模型は，国内市場でトップシェアを誇り，海
外へも輸出されている当社の主力商品です．

4．最新の事業
歯科材料分野では，高齢社会や健康指向の高まりを背
景とした口腔ケアに対応する材料として，従来の義歯洗

5．歯科技工学会への取り組み
全国歯科技工士教育協議会が歯科技工学会学術大会内
で開催している学生テクニカルコンテストがございま
す．ニッシンではコンテスト用の石こう棒や受賞者への
トロフィー等の協賛を通して，歯科技工士教育の発展や
参加学生の今後の活躍に貢献できればと考えております．

浄剤だけでなく，今回新たに発売した口腔保湿剤など新

今後も，コンテストへの協賛や学術大会への企業展示

たな口腔ケア材料を開発していきます．また歯科技工業

などを通じて，歯科技工業界のますますのご発展に微力

界では急速にデジタル化が進んでおり，対応する CAD/

ながら貢献できるよう努めて参りたいと思います．

編 集 後 記

表することや，会員の講演やポスター発表から研究テーマの
ヒントを得ることではないでしょうか．また，日ごろの臨床

最近，学術大会の運営に携わるという経験をしました．ど
こから手をつけてよいのか全くわからないなかで，まずはグ
グることから始めました．参考になる WEB サイトを見つけ
ることができたので，そこに示されていた手順に従って準備
を進め，大きな問題もなく無事終えることができました．
研究を進めるうえでは，まず適切な先行研究を見つけるこ
とが大切です．これが研究成果に与える影響も少なくはない
と思います．そんなときにお役に立つのが，
「 PubMed 」
，
「医中誌 Web 」などのデータベースです．これらにアクセス
すると大変効率的に論文を検索することができます．さすが
にググるわけにはいかないと思われるかもしれませんが，
「 Google Scholar 」でも同じように論文を検索することがで
きますのでどうぞご安心ください．
研究をしていくなかで，人類の生命や生活に大きく貢献す
るような発見をすることは非常に稀なことかもしれません．
しかし，それがたとえ僅かな成果であっても決して無駄では
ありません．人類の知識を木にたとえるなら，広く張り巡ら
した根っこの部分にある基礎的な研究を支えとして，太い幹
をもつ知識の木が成長し，さまざまな枝を伸ばします．あな
たも知識の芽を育ててみませんか．
（福井）
（一社）日本歯科技工学会の編集委員長として投稿論文数
の少ないことが大きな悩みです．日本歯科技工学会誌への投
稿論文を増やすためには会員への啓蒙を図ることが重要であ
ると考えます．そのためには，学術大会に参加して自らが発

編集委員

中川正史

の成果をまとめて症例報告することも重要なことです．「論
文を書く」ことを上段に構えるとなかなか筆も進みません
が，日ごろ疑問に思うことを少し掘り下げるだけで論文に近
づいていきます．また，一人で考えないで会員仲間や歯科医
師などとも協力すればもっと近道かもしれません．学会とい
うのは，「何かをしてくれるところ」ではなく，「自らが積極
的に何かをするところ」なのだと思います．
ところで，医科・歯科では専門医機構が設立され，各学会
による専門医認定制度が注目されています．厚生労働省告示
第 108 号の要件を満たした団体による専門性資格を得ると，
その専門分野の広告開示が可能となるからです．現在，本学
会でも専門歯科技工士制度が設立され，106 名の歯科技工士
会員が取得されています．厚生労働省告示では，専門性資格
認定が可能な団体の要件として，会員数が 1,000 人以上でそ
の 8 割以上が当該認定に関わる医療従事者であることがあげ
られています．すなわち歯科技工士の専門性資格に関して
は，（一社）日本歯科技工学会がその要件を満たす唯一の学
会となりますが，厚生労働省に対し専門性資格認定団体に係
る基準該当届けを提出するためには，本学会誌の充実や学会
としての活動をさらに活発に進めていかなければなりませ
ん．日本歯学系学会協議会（歯学協）でも，各学会の連携を
図って「専門士制度」の確立について検討され，日本歯科医
学会連合においても「賛助会員制度」として，本学会へ打診
も行われています．
本学会が他学会と協調できるように，会員各位には学会へ
の関心をさらに一層高めていただきたいと思います．
（中川）

今井秀行

永井栄一

福井淳一

日本歯科技工学会雑誌
発 行

第 41 巻 第 1 号

2020 年 1 月 25 日
発 行
編

者
集

二 川 浩 樹
一般社団法人 日本歯科技工学会
〒 170-0003 東京都豊島区駒込 1-43-9
一般財団法人 口腔保健協会内
電話 03-3947-8891（代表）
FAX 03-3947-8341
製作・一般財団法人

口腔保健協会

இ୧மஅ୫වᄋᔒ

販売名：ＡＧセラミル シリーズ Ceramill matik

届出番号：26B1X10010019534

ஈୡୱୡ




&H UD PLOO 0 DWLN
႑ចஈୡ୲ம
 ࿐ ೂರᤢ๑᩸ 

୶ம୫୵ୡ

ᚬ ᦼ ᷓ ಲ ଟ଼ଗଚ ሗ ྈ  ᳘
ඎଛଁି୩୫ஒ 
ஐ  ஜ ସ ஂ ம ଝ ଢ ୫
ட ୵ ଟ ୭ ୵ଋଚ ଶ ᪹ ු
ଛ ඍ ඎ ଋ ્Პ ଳ เ ଗଓ ሗ ྈ
ଶଜଟಐ ច ᜅ ᖧ ଞଝ ᤢ ᝐ



 ೂଢ୶ம୫ட୵ଣ
ᤶณଟതྜጘ๑᩸ 

ିଇଜ ๑᩸ 

&HUDPLOO&OHDQVWUHDP
ඞଃἋ Ἣଉୀଓᅛᒘ ᛸଟඃἫଉଏ ્
ၷᎬଟᅛᒘଛଁଲ 
᪹ු ᖿᗎ ᔒ ᩸ଟ଼ା:(7' 5<ଢ᪹ු ାᏵૼ
๑᩸ 

販売名：3Dプリンター

NextDent 5100

届出番号：26B1X10010019590

ᕆᢦច୶மଢଓଵଢῪᷖ'உஜୱம
ஞ୪ஞୖଟጨ ᶉ ଉ ୀ ଓḫ ᦀ ᷍ ᷧ   ્ർఆ ଢஉஜಀ ஞ୪
ஞୖ଼ାၷ Ꭼଟඃ Ἣ ଉଏ ્ଉଽଟᅽଁἫଋႜଉଃିଓଵ ્Ὺ ᷖ ଛ
ᕅଳଢଞ ᴨଞஉஜᦔᐶᆵଽୀଲ 

ᳱၾଞᐗᎃஞஃமஜம
ಆᓎ ចᔁ ཟସ୪୪ஂஐ୫ୡ ્
ᓯଞᢾ ᾋଢᕆᢦច୶மஉஜ๑᩸ 

