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「Asian Pacific Journal of Dentistry（APJD）」を
（一社）日本歯科技工学会雑誌の公式英文雑誌として認定

 一般社団法人 日本歯科技工学会
 会　長　末瀬　一彦
 編集委員長　中川　正史

　このたび，APJDから本学会に対して，英文の Official Journalとしてのお誘いがあり，正式に
「公式英文雑誌」として認定させていただきました．
　日本の歯科技工の技術力の高さは世界でも冠たるものですが，その技術力を国内だけでなく，海
外にも発信していくことが必要です．歯科技工に関わる原著論文だけでなく，歯科技工技術論文と
して英文投稿していただくことも，世界に発信できる大きなチャンスです．英文投稿にあたって
は，本学会も会員のサポートをさせていただきます．
　日本歯科技工学会雑誌への投稿（和文）もさることながら，APJDへの英文投稿（Dental 

Technology）にチャレンジしてください．これからはグローバルな歯科技工を目指すことが本学
会にとっても重要なミッションです．
　2022年に開催予定の「国際歯科技工学会」における「英文抄録」も掲載させていただく予定で
す．英文の Official Journalとして登録されますと，PubMed, J-STAGEに搭載され，世界の研究者
や臨床家が検索可能になります．なお，発刊以来 APJDのチーフエディターを務めておられるの
が，本学会副会長の松村英雄先生です．
　ぜひ，会員からの御投稿をお願い申し上げます．



（一社）日本歯科技工学会　第 5期編集委員

中川　正史（新大阪歯科技工士専門学校）編集委員長
　日本歯科技工学会の編集委員長を務めさせていただくことになりました．これまで日本歯科技工学会雑
誌が冊子体から電子版へ，認定士から専門士制度へと変わってきました．さらに，今年度から Asian 

Pacific Journal of Dentistryが日本歯科技工学会の英文誌として位置づけられ，運営されます．国際社会で
ある現在を踏まえると，英文誌が導入されることは日本の歯科技工士にとって喜ばしいことだと思います．
　今後，日本歯科技工学会誌を歯科関係者の方々に多く閲覧していただけるように，第 5期編集委員のメ
ンバーとして原著論文数を増やし，充実した学会誌にできるよう，努力してまいります．よろしくお願い
いたします．

小泉　寛恭（日本大学歯学部歯科理工学講座）
　この度，日本歯科技工学会雑誌の編集委員を初めて務めることになりました．学会誌発刊における編
纂，査読作業をつつがなく行い，円滑な学会雑誌の発行のお手伝いができたらと思っております．
　また，Asian Pacific Journal of Dentistryが学会の英文誌となりましたので，英文論文投稿の依頼など積
極的に行ってまいります．
　学会誌は，学会員皆様の投稿で成り立っております．日々誠実に編集業務を行っていきますので，ご指
導ご鞭撻のほどどうぞよろしくお願いいたします．

玉置　幸道（朝日大学歯学部口腔機能修復学講座 歯科理工学分野）
　この度，日本歯科技工学会の編集委員に就任いたしました．
　わたしは 1983年に昭和大学を卒業後，歯科理工学教室に大学院生として入室しました．当時は光重合
型コンポジットレジンの出始めの頃であり，また金属ではチタンの鋳造が話題になっていました．同期入
室と研究テーマを折半することになり，わたしはチタン鋳造を担当することになりました．その当時のバ
イブルのような論文が末瀬一彦会長の【純チタンクラウンの補綴学的考察】であり，以降，さまざまな学
会でご一緒することになりました．
　歯科技工学会は長い間，御無沙汰しておりましたが，これを機に参加させていただきたいと思います．
どうぞよろしくお願いいたします．

福井　淳一（長崎大学歯学部付属病院中央技工室）
　先日，勤務先で 30年間の永年勤続に対して感謝状をいただきました．髪の毛の色は当時と随分変わっ
てしまいましたが，歯科技工に対する熱い想いは今でも変わりません．ただし最近になって，自身が歯科
技工士として成長したいという気持ちに加え，後進を育てたいという新たな気持ちが芽生え始めました．
技術であれ知識であれ，これらを言葉として伝えなければならないということにその難しさを実感してい
るところです．
　たいした能力を持っているわけではありませんが，自身の持てる力を最大限に発揮し，第 5期の編集委
員として皆様のお役に立ちたいと考えています．どうぞよろしくお願いいたします．

村田　秀夫（あすか Labo）
　この度，編集委員を拝命いたしました．東京都北区で 40年，開業しています．日本歯科技工士会で
は，教育研修委員を 8年間務めました．その間の技術変化は目覚ましく，毎月発行される『日本歯技』
も，掲載論文の多くがデジタル関係に変化し，そのスピードに驚かされました．
　今までアカデミックなことには触れるャンスが少なく，戸惑うことも多いですが，臨床の経験を活かし
つつ，努めてまいります．
　ご指導のほど，よろしくお願いします．
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巻頭言

「歯科医療を根底から支える歯科技工」の
さらなる飛躍を求めて

一般社団法人 日本歯科技工学会
会　長　末瀬　一彦

　昨年（2020年）は，パンデミックに脅かされたコロナ禍によって，日本でも緊急事態宣言や外出規制
が報じられ，これまでに経験したこともない厳しい生活様式を強いられ，感染者数の変化に一喜一憂した
毎日で，国民が大きな期待を寄せていた東京オリンピックも延期され，仕事環境，学校教育，学会の開催
方法なども一変し，1年がとても早く感じられました．さらに，天候不順による大雨や夏の酷暑にも大き
な打撃を受け，多くの災害も発生しました．被災された方々には改めまして心よりお見舞い申し上げます．
　2020年 6月から本学会も新しい執行部による運営が始まりました．すでに半年以上が経ちますが，急
速に変化する歯科医療界にあって歯科技工界も変革しなければならないことが山積されています．本学会
では，各委員会において活動目標を設定し，任期中に成し得るミッションを明確に共有することによって
「小さな一歩でも，大きな成果を得られる」ように邁進しています．とりわけ，会員との連携を密に図
り，学会誌の充実，学術大会開催のあり方，専門士制度の確立，他学会との連携などを重点的に行ってい
ます．
　さて，歯科診療において昨年 6月には「チタン鋳造冠」，9月には「前歯部 CAD/CAM冠」が保険導入
されました．2つの補綴装置の保険導入はいずれも高騰が続く金銀パラジウム合金からの脱却であり，と
りわけ「CAD/CAM冠」の適用拡大は，口腔内から金属を排除していく方向の施策でもあります．昨年 6

月に調査したところでは，「チタン鋳造機」を購入するか，「CAD/CAM機器」を購入するか悩んでおら
れる歯科技工所も多かったようです．チタン鋳造冠はこれまでにも何度か保険導入が検討されてきました
が，取り扱いの難しい金属であることからその都度却下されてきた経緯もあります．一方，CAD/CAM

冠は 2014年に小臼歯部に保険適用されて以来，条件付ながら上下顎第一大臼歯に，そして前歯部にまで
適用拡大されて，上下顎第二大臼歯が残存し，咬合関係が安定している症例には前歯から第一大臼歯まで
の単独冠はすべて CAD/CAM冠が適用できることになりました．残念ながらまだ CAD/CAM冠の生存率
に関するエビデンスは定かではありませんが，当初危惧されていた「脱離や破折」の課題も少しずつ解消
され，ブロックの出荷量も順調に増加しています．CAD/CAM冠のメリットは天然歯に近い色調で，口
腔内に優しい均質な素材であること，安定的供給が可能なこと，アナログ的な技術力の差が出ないことな
どがあげられ，国民にとっては大きな恩恵があります．さらに次に保険導入が期待されるのは「口腔内ス
キャナー」で，これまでの補綴治療が根底から大きく変わっていくことでしょう．最近は高速，鮮明，高
精度な口腔内スキャナーが開発され，忌まわしい印象採得から開放され，通常のクラウン ･ブリッジであ
ればモデルレスで装置が製作できるところまで進化しています．口腔内スキャナーの導入によって，国民
の歯科医療の受診が大きく変化することも予想され，口腔内健診や個人情報としての保存などにも活用で
き，歯科医療におけるデジタルソリューションが一気に開花すると思われます．



　「ウィズコロナの時代」といわれる昨今，「三密回避」「移動制限」なども社会の常識になっていくこと
でしょう．したがって社会生活を上手に営むためには「 IT技術を使うスキル」が求められます．社会生
活においてデジタル化は避けられない状況になってきている現在，歯科医療においてもさらにデジタル活
用されることが望まれます．従前から日本の歯科技工のアナログ的な技術力は世界が認めるところであ
り，さらにデジタル機器を使いこなせば，日本に居ながらにして世界の歯科技工界を制覇することも夢で
はありません．本学会においては，「歯科医療を根底から支える歯科技工」について真摯に向き合い，多
くの情報を発信していきたいと思います．会員各位の御協力を衷心よりお願い申し上げます．
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大会長挨拶

広島大学大学院医系科学研究科教授
第 42回学術大会大会長　二川　浩樹

　日本歯科技工学会第 42回学術大会の大会長を拝命いたしました広島大学の二川です．
　11月の広島といえば，牡蠣はもちろんのこと，小イワシ，メバル，クロダイ，ふぐなどの海の幸に加
えて松茸などのシーズンでもあり，観光名所の平和公園や宮島の紅葉もとても美しい時期です．会場は平
和公園まで徒歩数分の立地の広島アステールプラザの予定でした．
　秋酣のこの時期に学会員の皆様をお招きし，お会いできると楽しみにしておりました．しかしながら，
本年 1月に上陸し，3月頃より猛威を奮い始めた Sars-cov-2による Covid-19のため，断腸の思いで学術
大会を誌上開催とさせていただきました．
　会長を 2年間務めさせていただく間に「日本歯科技工学会は会員に対してどうあるべきか」というそも
そも論と向き合い，学会という場は「歯科技工士の方々が生涯研鑽を積む場」であって欲しいという思い
を持ちました．そこで第 42回大会では 『歯科技工士の生涯学習を考える』 をメインテーマといたしました．
　その中で，誌上発表にはなりましたが基調講演を予定しておりました大学改革支援・学位授与機構の森　 

利枝教授には「学位取得の意義とその方法」についてご執筆いただき，教育講演を予定しておりました本
学宮川剛史先生には「研究の進め方と研究倫理」についてご執筆いただきます．また，多くの会員の方が
興味を持たれている専門歯科技工士制度については，これまで専門歯科技工士制度を持たれている関連学
会および現在検討を行われている学会から代表の演者（筆者）をお願いし，執筆いただくことになってい
ます．
　この一方で，前大会の宿題にもなりますが，「歯科技工士教育の大綱化」について専門学校の先生方に
ご執筆をお願いしています．臨床面では，デジタル化の中で歯科技工がどのように変化していくかについ
て「モデルフリーのデジタルワークフロー」として昭和大学馬場一美教授，鶴見大学小川　匠教授にご執
筆をお願いしています．学会誌 42巻 1号を最後までお目通し下さい．
　また，11月 15日には専門歯科技工士講習会をウェビナーで開催いたしました．
　今回，残念ながら誌上開催となりましたが，逆に，より多くの会員の方に学会の内容をお届けできまし
たことを嬉しく思っております．
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基調講演

学位取得の意義とその方法

大学改革支援・学位授与機構

森　　利枝

A．概　　要

　歯科技工学会第 42回大会の誌上開催にあたり，本稿
では，まず大学改革支援・学位授与機構（以下「機構」
と称する）での学位授与制度について平成 3年度のその
創設に至る議論の歴史を解説する．次いで現行の学位取
得の方法について専攻の区分「口腔保健技工学」を例に
とって説明し，これまでの学位授与状況を紹介する．そ
のうえで，機構が行った調査に基づいて，保健衛生学分
野における機構からの学位取得の意義について検討する．

B．機構の学位授与制度創設の背景

　大学改革支援・学位授与機構は，社会の生涯学習体系
の移行を促進するという大きな目的の下，「大学による
学位授与という原則を維持しつつ，さまざまな履修形態
による多様な学習の成果を適切に評価し，大学の修了者
と同等の水準にあると認められる者に対して，高等教育
修了の証明としての学士の学位を授与するという社会的
な要請に的確に応える」1）ために，平成 3年 7月，学位
授与機構として創設された．機構の創設 10年の記念誌
『学位授与 10年のあゆみ』では，「学位授与機関の設立
が初めて取り上げられたのは，内閣総理大臣の諮問機関
であった臨時教育審議会の「教育改革に関する第 2次答
申」（昭和 61年 4月 23日）においてである」2）と記して
いるが，「学位授与機関」という具体的な言及の有無を
別にすれば，昭和 46年の中央教育審議会の答申（いわ
ゆるヨンロク答申）の時点ですでに，聴講生の制度を選
択履修の学生の制度に改め，単位の修得を認めると共に
「履修の成果に対する社会的評価を保障するため，履修
単位の総数と内容の構成が一定の基準に達した者に対し
ては，適当な公的認定機関の審査によって，各種の専門
的職業に関する資格を取得するための基礎資格を付与で
きるようにすべきである」3）と述べられている．ここで
は明らかに，その後「科目等履修生制度」として成立す
る個別科目の履修による単位の修得が提言されている．

さらに「各種の専門的職業に関する資格を取得するため
の基礎資格」として提言されている資格としては，学位
としての学士が授与されることになった．このヨンロク
答申から学位授与機構の創設まで，20年間を要したこ
とになる．

C．学位取得の方法と授与状況

　平成 3年に創設された学位授与機構が，はじめて学士
の学位を授与したのは翌平成 4年のことであった4）．生
涯学習の促進のために設定された単位積み上げ型の学士
としては，当時大学設置基準に定められていた学士の種
類 29種類から，医学，歯学，獣医学を除いた 26種類を
「専攻分野」とし学士の学位に付記する専攻分野の名称
とした．すなわち文学，教育学，神学，社会学，教養，
学芸，社会科学，法学，政治学，経済学，商学，経営
学，理学，薬学，看護学，保健衛生学，鍼灸学，栄養
学，工学，芸術工学，商船学，農学，水産学，家政学，
芸術学，体育学の 26分野である．これら専攻分野のお
のおのについて，専攻の区分が 1区分ないし複数区分設
けられた．
　機構は創設以来この 26分野での学位授与を行ってき
たが，平成 20年，新たな分野として「口腔保健学」を
新設し，その専攻の区分として「口腔保健衛生学」を置
いた．これは，当時需要の拡大が見られた歯科衛生に関
わる学士の学位を授与するために行われた措置である
が，そのための議論のなかで，歯科衛生だけでなく歯科
技工に関わる学士の授与の必要性や可能性も認識される
ようになった．そこで，口腔保健衛生学の設置の際に
は，将来的に歯科技工学のような専攻の区分を包摂する
ことを見込んで専攻分野の名称を幅広に「口腔保健学」
としたものである．そしてあらためて歯科技工に関する
高等教育段階の教育の需要と供給に関する調査研究を行
い，その結果平成 22年には新たな専攻の区分として
「口腔保健技工学」の修得単位の基準を公表した（表
1）．この，口腔保健衛生学と口腔保健技工学の 2区分を
合わせて，口腔保健学の分野では令和元年までに 571名
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に学士の学位が授与されている．
　では，表 1の単位はどのように取得すればよいのだろ
うか．機構の学位授与制度においては，申請のための基
礎資格（ヨンロク答申にある「各種の専門的職業に関す
る資格を取得するための基礎資格」とは異なる）とし
て，通常の四年制の学士課程の半分にあたる「まとまっ
た高等教育の経験」を求めることとされている．具体的
には，2年以上にわたって 62単位を修得して，二年制
の短期大学を卒業することに匹敵する学修を了えること
が基礎資格の最低要件である．この基礎資格に該当する
学修の後，学士課程を修了するために求められる 124単

位の修得との差分（この場合は 62単位）を修得し，か
つ，すべての取得単位を以て表 1に示すような各専攻の
区分ごとの修得単位の基準その他機構が定める単位集時
の基準を満たし，かつ学修の成果を示すレポートないし
作品を提出し，それに基づいて機構が行う試験に合格す
れば学士の学位が授与されることになる．
　口腔保健技工学を例に取ると，典型的に歯科技工関連
の二年制の短期大学あるいはそれに相当する専門学校を
卒業したとして，その後 2年以上にわたって新たに 62

単位を修得し，短期大学で修得した単位と新たに修得し
た単位の合計が表 1に示す基準を満たし，かつすべての

表 1　口腔保健技工学の修得単位の基準表

専
攻
に
係
る
授
業
科
目
の
区
分

専門科目（40単位以上）
【Ａ群（講義・演習科目）】（20 単位以上） 
〇口腔保健技工学概論に関する科目
〇歯科技工学に関する科目
〇臨床歯科医学に関する科目
〇基礎歯科医学に関する科目
〇歯科理工学に関する科目 

〇歯の解剖学に関する科目 

【Ｂ群（実習科目）】（16 単位以上） 
〇口腔保健技工学に関する実習科目

左のＡ群の区分の
うちから「口腔保
健技工学概論に関
する科目」の区分
を含み５区分以上
にわたること

関連科目（4単位以上）
◇歯学・医学に関する科目 

◇工学に関する科目
◇保健学に関する科目
◇社会福祉学に関する科目
◇医療情報科学に関する科目

図 1　単位修得のモデル（二年制短大卒業の場合）
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単位を以て図 1に示す要件を満たす必要がある．卒業し
た専門学校が単位制を用いていなかった場合は，機構へ
の申請の前に，各専門学校から単位への読み替えの証明
を得る必要がある．
　基礎資格に該当（この場合は二年制短期大学卒業）し
た後の単位は，大学のほか，機構が認定した短期大学の
専攻科で修得できる．一般に大学の単位としては放送大
学で履修した科目の単位が申告される例が多いが，それ
以外の大学が提供する科目等履修生制度の利用も可能で
ある．機構では全国の大学の科目等履修生制度の開設状
況についてウェブサイトで一覧を公開している．また，
機構の認定する短期大学の専攻科の一覧も掲載してい
る5）．
　上記の方法で単位を得た後に，あるいは機構の認定す
る専攻科の学生である場合は必要単位が修得できる見込
みとなった時点で，機構に学士の学位の授与を申請でき
る．申請は毎年 4月と 10月に受け付けており，実際の
書類提出は 4月 1日，10月 1日よりそれぞれ一週間ほ
ど前から開始されている．申請に際しては学士相当の学
力を有することの証明としての学修成果を提出する必要
がある．口腔保健技工学の場合，この学修成果はレポー
トとしての提出が求められ，A4版で 10～ 17枚の分量
を要する．申請者はその後，小論文試験を受けることに
なる．このときはじめて申請者は一堂に会し（実際の試
験会場は東京と大阪の 2カ所であるが），提出した学修
成果に基づく小論文形式の試験を受けることになる．修
得した単位が基準を満たしており，かつ小論文試験の結
果学修成果の内容が学士の水準を満たしておりかつ本人
の学力として定着していると認められれば，大学改革支
援・学位授与機構の機構長名で学士の学位が授与され
る．学位記は郵送される．
　これら学士の学位授与申請に関する詳細な情報につい
ては，毎年刊行される申請案内である『新しい学士への
途』に詳述されている．なお口腔保健技工学という学問
分野において求められる学修の内容について，『新しい
学士への途』に以下のように記されている．
　「口腔保健技工学とは，生涯にわたって口腔・顎・顔
面領域の健康を維持・増進するため，形態異常や実質欠
損などに対して補綴装置，修復物によりその機能と外観
の回復を図り，人々の健康と QOLの回復を支援するた
めの理論や知識，技術に関する学問領域である．口腔保
健学にとって保健・医療・福祉の専門分野の理論，知
識，技術は関連が深く，これらを修める必要がある」6）．
　申請者の修得単位が図 1および表 1の基準を満たして
いるかを判断し，学修成果に基づき申請者ひとりひとり
に独自の試験問題を出題，採点するのは，匿名の国公私
立大学の教授から成る専門委員会・部会であり，たとえ

ば上述の口腔保健技工学に求められる学修内容も口腔保
健技工学部会の合議によって作成されたものである．機
構では学位授与事業全体のために約 350人の大学教授を
委員として委嘱し，機構の学士の学位の水準が一般の大
学のそれと等しいことを担保している．

D．保健衛生学分野での学位取得の意義

　先に述べたように，平成 20年以降に機構の学位授与
制度を利用して口腔保健学の学士の学位を得た者の累積
は 571名となっている7）．では，かれらにとって機構か
ら学位を取得することにはどのような意味があるのだろ
うか．機構では創設以来，学位取得直後の取得者に対し
て，制度運用の改善を主な目的としたアンケートを行っ
ている．このアンケートでは主に申請手続きのわかりや
すさや取得の感想をきいている．この直後調査に加え，
機構では一時期，取得から 1年後および 5年後の学位取
得の影響を調査するアンケートを行っていた．この「1

年後・5年後調査」は中断して数年になり，新設の分野
である口腔保健学に関しては十分なデータが取られてい
ない．そこで近接する領域である保健衛生学の学位取得
者に対する取得 1年後および 5年後の調査を見ると，こ
の領域でのデータの分析の結果からは，機構で取得した
学士が周囲から大卒と同等に扱われているという回答は
20％程度で，40～ 50％が短期大学や専門学校の卒業者
と同等に扱われていると感じていることが明らかになっ
ている．また，得ている給与に関しては，教職もしくは
研究職に就いている人々において大卒相当に扱われてい
るとする割合が高く，また従業員数が 1,000人以上の大
規模な機関の従業員に大卒同等とした人々の割合が低い
ことが明らかになっている．さらに，認定専攻科を修了
した取得者は，大卒同等に扱われる確率が高いこともわ
かっており，このことについては新卒時に学士の学位を
有していることが影響していると推論されている8）．
　これらのことからも，機構にとって学位授与制度に関
する広報を行うことが，生涯学習のモチベーションを要
している人々のニーズに応えるだけでなく，すでに機構
から学士の学位を得た人々，とりわけ社会人として学修
し学士の学位を得た人々の社会的待遇の保全のためにも
重要であることが知れる．

E．おわりに

　以上，平成 4年にスタートした機構の学士の学位授与
制度の概要と，専攻の区分「口腔保健技工学」を例に
取った取得の方法，近接領域である保健衛生学における
機構の学士の学位取得の影響について概観してきた．す
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でに 30年の歴史をもち，単位積み上げ型の学位授与の
スキームを通じてのべ 4万人以上に学士の学位を授与し
てきた機構ではあるが，その大きな課題のひとつが授与
する学位の社会的評価の向上であることはすでに述べた
とおりである．この課題に対応するうえでは機構自身の
努力が重要なことはいうまでもないが，実際に機構から
学位を取得した人々の活躍に期するところも大きい．そ
れだけに，関係諸機関，諸学会からの支援には，機構の
学位授与制度を意味あるものとするうえで大きな意味が
あると思われる．

注釈および参考文献

 1） 大学審議会：学位授与機関の創設について（答申）平
成 3年 2月 8日，1991．

 2） 大学評価・学位授与機構：学位授与 10年のあゆみ，
1，2001．

 3） 中央教育審議会：今後における学校教育の総合的な拡

充整備のための基本的施策について（答申）昭和 46

年 6月 11日，1971．
 4） 本稿ではもっぱら生涯学習を目的とした単位積み上げ

型の学位授与を扱う．機構ではこのほか防衛大学校等
の省庁大学校の修了者に対する学士，修士，博士の学
位授与を行っている．

 5） これらの一覧は https://www.niad.ac.jp/n_gakui/で公
開している．

 6） 大学改革支援・学位授与機構：新しい学士への途　令
和 2年版，97，2020．

 7） 機構では平成 26年に，認定専攻科での教育を重視し
た特例適用専攻科の制度による学位授与に関する規則
を定めた．専攻の区分「口腔保健衛生学」に関わる短
期大学専攻科の中には，この特例を用いた学士の学位
取得が可能になっている例もある．

 8） 濱中義隆：学士学位取得者に対する「1年後・5年後
調査」の分析（3）－専攻分野「保健衛生学」を中心
に－，学位研究 17：155-182，2003．
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研究の進め方と研究倫理

広島大学病院

宮川　剛史

A．研究倫理

1．研究とは
　みなさまが日常の業務をされていて，そのなかで疑問
や何か新しい発想が浮かんだご経験は何度かあるのでは
ないだろうか．そのときには論文や専門書などの文献を
調べたりするのではないだろうか．そして文献では過去
の臨床データや研究結果により結論が出ていると思う．
もしそこで解決できれば問題ないのだが，解決しない場
合はどうすればよいだろうか．おそらく，新しい知見が
発表されるのを待つか，もしくは自分自身で研究して疑
問を解消する必要があるだろう．
　それでは研究とは何だろうか．学校で受ける授業や勉
強とは違いそうだが，いったいどこが違うのだろうか．
専門書を読むのは勉強のようにも思える．
　一つのヒントとして，「研究活動における不正行為へ
の対応等に関するガイドライン（平成 26年 8月 26日文
部科学大臣決定）」というガイドラインがある．それに
よると，「研究活動とは，先人達が行った研究の諸業績
を踏まえた上で，観察や実験等によって知りえた事実や
データを素材としつつ，自分自身の省察・発想・アイ
ディア等に基づく新たな知見を創造し，知の体系を構築
していく行為である．研究活動は，一般的には研究の立
案・計画・実施・成果の取りまとめの各過程を経て行わ
れるが，競争的資金等の支援を受ける場合は，これらに
経費支援申請や経費支援者への報告が加わることにな
る」とされている．
　つまり，自分自身に疑問や新しい発想が表れたとき，
これまでに実施されてきた研究結果を調べ，それをもと
に（それで解決できないのであれば）自分で実験などを
実施して，そこから得られた新たな知見を築き上げるも
のである，といえるのではないかと思う．そのようなと
きに，ご自身でその疑問等を解決したいと思われたとき
に一体どうしたらよいのかについて以下に述べさせてい
ただければと思う．

2．研究倫理の成り立ち
　みなさまが，もし研究をしてみたいと思われたとき，
具体的な進め方ももちろんだが，研究倫理というものに
ついても知っていただく必要がある．ここではまず研究
倫理についてご説明する．
　ナチスによる人体実験に関してはみなさまご存じかと
思う．この人体実験は第二次世界大戦終了後，ニュルン
ベルク国際軍事裁判によって裁かれるが，判決文の一部
として公表されたのが，現在ニュルンベルグ綱領として
知られている．このニュルンベルク綱領で，インフォー
ムド・コンセントを初めとする倫理基準が示された．た
だこれはナチスの人体実験に対する裁判で作成されたも
ので，患者対象の臨床研究用のものとしては十分ではな
かった．そこでこのニュルンベルグ綱領をもとに世界医
師会が医学研究に関する倫理原則として 1964年に作成
したものがヘルシンキ宣言である．これは 1964年に作
成されているが，随時修正されている．現在は 2013年
に修正されたものが最新版になる．ヘルシンキ宣言の第
10条には「医師は，適用される国際的規範および基準
はもとより人間を対象とする研究に関する自国の倫理，
法律，規制上の規範ならびに基準を考慮しなければなら
ない．国内的または国際的倫理，法律，規制上の要請が
この宣言に示されている被験者の保護を減じあるいは排
除してはならない」（日本医師会訳）と記載されており，
世界の臨床研究に関するルールに対してヘルシンキ宣言
に従うように求めており，臨床研究に関する基本的な原
則であると考えてよいだろう．
　ただヘルシンキ宣言ができた後でも，臨床研究に対し
て問題がなくなったわけではなかった．たとえばタスキ
ギー梅毒事件というものがあった．これはアメリカのタ
スキギーという地方で梅毒の自然経過を見るという研究
で，定期的に採血などを実施する代わりに食事の提供や
亡くなった時の葬儀代の提供などがあったようである．
1932年に経過観察が開始されたが，このケースで一番
問題になったのは，研究期間中に梅毒に対してペニシリ
ンによる治療が有効になってからもその事実は伏せら
れ，1972年に報道されるまで経過観察が続いていたと
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いうことである．この他にも問題となった事案はあった
が，この事件をきっかけにアメリカでは国家研究法が成
立し，そのなかで臨床研究を実施する施設に倫理審査委
員会を設置することを義務化することが決まった．また
「生物医学・行動科学研究の被験者保護のための国家委
員会」の設置も行われた．このなかで作成された報告書
のなかで重要なのが「ベルモントレポート」である．こ
のベルモントレポートのなかで，生物医学・行動科学研
究で気を付けなければならない 3つの倫理原則が明らか
にされた．内容は，人格の「尊重」，「善行」，「正義」の
3つである．後に「無危害原則」が追加され 4原則とな
り，これは研究だけでなく，診療現場での倫理的な問題
に直面した時の判断の一助となっている．
　また，ベルモントレポートのなかでもう一つ，研究と
診療をそれぞれ定義したことも重要なポイントであっ
た．特に診療を伴う研究の場合，どこまでが通常の診療
部分でどこからが研究の部分なのかについては，研究実
施前に明確にしておくことが必要である．その上で説明
を受けた患者さんが研究計画のうち，どこが研究部分な
のかわかった上で参加について判断することが非常に重
要なことだからである．
　日本では現在，研究者が臨床研究を行う場合「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針（文部科学省　厚
生労働省）」と「臨床研究法（厚生労働省）」が臨床研究
に関する規則として適用されている．

3．研究不正
　研究を行う上で，研究不正についてもよく知っておか
なければならない．いわば研究発表における倫理といっ
てもよいかもしれない．「研究活動における不正行為へ
の対応等に関するガイドライン」によると，捏造，改ざ
ん，盗用が研究活動における不正行為とされている．他
に，二重投稿，不適切なオーサーシップも不正行為とし
て認識されるようになってきている，と述べられている．
　また「研究活動における不正行為への対応等に関する
ガイドライン」によると，捏造とは「存在しないデー
タ，研究結果等を作成すること」，改ざんとは「研究資
料・機器・過程を変更する操作を行い，データ，研究活
動によって得られた結果等を真正でないものに加工する
こと」，盗用とは「他の研究者のアイディア，分析・解
析方法，データ，研究結果，論文又は用語を当該研究者
の了解または適切な表示なく流用すること」とされてい
る．また二重投稿とは，「他の学術誌等に既発表又は投
稿中の論文と本質的に同じ論文を投稿する」こととされ
ている．これは研究の不適切な水増しにもつながること
も問題であるし，すでに発表している論文の著作権が雑
誌にあれば著作権の問題にもなってしまう．

　オーサーシップ，つまり論文の著者について問題にな
るのが，ギフト・オーサーシップといって以下に述べる
著者としての要件を満たしていないのに著者として論文
に名前を載せられることで，目上のものや親しいものを
載せるケースがあるようである．逆に著者としての要件
を満たしているのに著者に名前が載せられないことを
ゴーストオーサーシップという．オーサーシップについ
て ICMJE（ International committee of medical journal 

editors）では論文の著者には以下の条件をすべて満た
すようにと述べられている．
　（1） 研究の構想，デザイン，またデータの取得，分

析，解釈に実質的に貢献している．
　（2） 論文の原稿を書く，または重要な知的な内容に対

する批判的改訂を行った．
　（3）出版する論文の最終的な承認を行った．
　（4） 研究のあらゆる部分についての正確さや誠実さに

ついての疑問に対しては，確実，適切に調べ，解
決することを保証するため，研究のあらゆる側面
について説明責任があることに同意する．

　論文化したときの著者については以上に注意して決め
ていただければよいかと思う．また上の要件を満たさな
いけれども研究に貢献した方の場合は，謝辞に挙げるこ
とが可能である．

4．利益相反
　利益相反の定義は「主要な関心事（研究対象者の福
利，研究の統合性など）に関する研究者の判断が，二次
的な関心事（個人的な報酬など）によって歪む可能性が
ある一連の状態」（ IRBハンドブック第 2版，中山書
店，p.83より引用）とされている．論文を読んでいる
と，研究実施に当たり企業等から資金提供等は受けてい
ない，資金提供を受けた等や，受けた場合はどこから提
供を受けているのか等を記載されていると思う．資金提
供を受けること自体は悪いことではないが，適切に情報
開示することが重要である．利益相反は論文を評価する
際の重要な要素の一つになると思われる．利益相反の内
容を踏まえた上で論文を検討するとよいだろう．

B．研究の進め方

1．リサーチクエスチョンとは
　みなさまが日常臨床される際に疑問（クリニカルクエ
スチョン）が生じることがあるかと思う．その疑問点を
解消するために論文を読み解くことは一つの手段だと思
う．しかしいきなり文献検索をするのではなく，その前
にクリニカルクエスチョンを整理し，リサーチクエス
チョンにすることが重要であろう．リサーチクエスチョ
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ンは自分が調べたいことの骨組みのことである．リサー
チクエスチョンにすることで，具体的に何が疑問点なの
か，何を知りたいのかが明確になり，文献を検索する際
に，自分の疑問点解決のためにどの論文を読むべきかが
明確になる．
　リサーチクエスチョンにするために，クリニカルクエ
スチョンを PICOまたは PECOと表現される項目に当
てはめて整理する方法がある．その内容は P（Patient：
誰に），I（ Intervention：ある介入をすると）または E

（Exposure：ある要因があると），C（Comparison：そ
の介入（要因）がない場合と比べて），O（Outcome：
どうなる）となる．ただし比較対照のない実態調査や診
断方法の検討などは無理矢理 PICO（PECO）に当ては
める必要はない．PICO（PECO）は一つの手段であ
り，ここで重要なのは問題点を簡潔に整理することであ
る．

2．文献検索，検討の重要性
　先に説明した，「研究活動における不正行為への対応
等に関するガイドライン」にあったが，「先人達が行っ
た研究の諸業績を踏まえた上で～」というところは非常
に大事である．つまり，研究のスタート時において十分
に以前の研究を検討しておかないと，すでに結論が出て
いるにもかかわらず同じ目的の研究をしてしまう可能性
がある．また，どこまでがわかっていて，どこからがわ
からないことなのかが把握できていないと，効果的な研
究をデザインすることは難しくなる．これはどのような
研究でも同様である．
　その文献には 2種類ある．一次資料と二次資料であ
る．一次資料とは原著論文として公開されている文献の
ことを，関連する一次資料をまとめて解説した文献のこ
とを二次資料という．一次資料は，最新の情報を入手で
きることが長所であり，文献が多く重要な論文の見極め
が難しいことが短所である．二次資料では，個々の論文
の批判的吟味や全体像の記述がすでになされていること
が長所であり，最新の情報が漏れる可能性があることが
短所である．

3．よいリサーチクエスチョンとは
　もし論文を検討した結果，疑問が解決できなかった場
合，新たな発表を待つか自分で研究を実施することにな
るかと思う．もし研究を行うと決めた場合，そのリサー
チクエスチョンがよいものか（意義のあるものか）どう
かを検討する．頭文字を取って FINERと表現される項
目をチェックしていく．
　F（Feasible：実施可能か）は研究費や研究期間が現
実的に確保できるのか，臨床研究であれば適格基準を満

たす患者が十分いるのか，等といった点である．
　I（ Interesting：興味深いか）は内容が真理の追究と
いう点において興味深いのかという点である．あらかじ
め同じ専門領域の人に聞いてみて，内容が独りよがりに
なっていないかチェックを受けるとよいだろう．
　N（Novel：新規性，独自性があるか）はリサーチク
エスチョンがすでに研究されて解決されていないかとい
う点である．文献検索のところでも述べたが，先行研究
があり，リサーチクエスチョンに対して科学的に証明さ
れているものを再度実施するのは意味があるとはいいが
たい．ただし先行研究がある場合でも，その研究だけで
は解決できなかった疑問点，その研究から新たに発生し
た疑問点などの解決のために行うなどの場合はその限り
ではない．
　E（Ethical：倫理的か）は臨床研究であればリスクや
プライバシーの侵害が許容範囲内かどうか，また動物実
験などでも決められた規則に則って実施されるかという
点である．
　R（Relevant：必要性が高いか）はこの研究を実施す
ることにより，今後の臨床に役立つ，新規の医療開発に
役立つなど，この研究の必要性を説明できるかどうかと
いった点である．

4．方法
　リサーチクエスチョンが決まって，もし研究を実施す
ることになったら事前に方法をよく検討する必要がある．
　まずは何が対象か，材料などの物なのか，動物なの
か，人なのか，またそれぞれ物質の種類，動物の種類，
人であればどういった背景の方が対象か，数はどれくら
い必要か，そして PICOや PECOで出てきた C（Com-
parison）の比較するものはあるのか，といった点であ
る．
　そしてそこからどのようにして必要とするデータ（こ
の研究で知りたいこと，評価項目）を入手するのかにつ
いて考える．検査の方法や，材料や動物に何か刺激等加
えるのか，人が対象であれば研究対象者に何か協力して
いだたく必要があるのかなどを検討する．またそれらが
実際に実施可能かについても同時に検討する必要がある．
　そして，データが得られた後で，どのような解析を行
うのかについても検討しておくことが必要である．

5．臨床研究
　もしリサーチクエスチョンを解決するために臨床研究
が必要になった場合，それ以外の研究とは別に気を付け
なければならないことがある．日本で臨床研究を実施す
る場合，臨床研究法（医薬品，医療機器，再生医療等製
品を人に対して用いて，当該製品の有効性，安全性を明
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らかにする研究）または人を対象とする医学系研究に関
する倫理指針（臨床研究法で規定されている以外の内容
の臨床研究）に従う必要がある．また参考までに医薬品
医療機器等法という承認申請目的の臨床試験の規則もあ
る．いずれにしても研究を実施する前に倫理審査委員会
に書類を提出し，審査を受けて承認を得て，所属機関の
長の許可を受けてから，研究を始めることができる．
　また臨床研究というと臨床研究法で取り扱うような人
に医薬品を投与するようなイメージが多いかもしれない
が，診療で使用した後の残余検体を利用した研究や診療
記録の情報を解析する研究なども，臨床研究に含まれる
（「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」の対
象）．また逆に学会などでもよくみられる症例報告など
は，臨床研究には含まれない（「人を対象とする医学系
研究に関する倫理指針」でいう研究に該当しない）と
「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針ガイダン
ス」に記載されている．また臨床研究を実施する際に事
前に倫理審査委員会の承認等を得ることはもちろんだ
が，実施中も定期報告や，有害事象が起きたときの報
告，終了する際にも終了報告などを行う必要がある．
　もし臨床研究を実施しようと思われている場合は，こ
れまでに述べてきた研究の進め方に加えて，どこの倫理
審査委員会に申請するのかの検討，決定を行い，また自
分の研究についてカバーしている規制について（人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針，臨床研究法な
ど）あらかじめよく理解しておく必要がある．

C．おわりに

　これまで研究倫理と研究の進め方の概要について説明
してきた．研究を実施するということは，少なからず時
間やお金，人員などが必要になってくる．せっかく実施
された研究が無駄にならないようにするためにも，事前
に十分な準備をされてから実施していただきたいと思
う．本論文がその一助になれば幸いである．

参考文献

 1） 神里彩子，武藤香織：医学・生命科学の研究倫理ハン
ドブック，東京大学出版会，東京，2015.

 2） 近藤克則：研究の育て方，医学書院，東京，2018.

 3） ロバート・J・アムダー，エリザベス・A・バンカー
ト 著，栗原千絵子，斉尾武郎 訳：IRBハンドブック
第 2版，中山書店，東京，2009.

 4） スティーブン・B・ハリー，スティーブン・R・カミ
ングズ，他著，木原雅子，木原正博 訳：医学的研究
のデザイン第 4版，メディカル・サイエンス・イン
ターナショナル，東京，2014.

 5） 福原俊一：臨床研究の道標，認定 NPO法人健康医療
評価研究機構，東京，2013.

 6） 神田善伸：みんなの EBMと臨床研究，南江堂，東
京，2016.



日歯技工誌　42：11～14，2021 

失敗の少ないチタン製補綴装置の設計，製作から納品まで
1）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

2）日本大学歯学部附属歯科技工専門学校
下江　宰司1）　　今井　秀行2）

A．はじめに

　令和 2年 5月 13日に開催された第 458回中央社会保
険医療協議会総会において，日本歯科理工学会から医療
技術評価分科会に提案のあった「チタンおよびチタン合
金による大臼歯歯冠修復物」が承認された1）．これによ
り 6月 1日からチタン鋳造冠が保険適用となったが（表
1），その背景にはこれまで金銀パラジウム合金（以下，
金パラと略す）と同様に保険適用であったニッケルクロ
ム合金が，その安全性から廃止され2），代わりにより安
全なチタン収載がされたということもある．本稿ではそ
のチタンの特性と鋳造冠製作の注意点について報告する．

B．純チタンの臨床上の利点

　純チタンはまず，その耐食性，生体親和性に優れると
いうことがあげられる．これはアレルギー患者に対して
有効性が高い．この理由として，チタンは電位が低い非
貴金属であるが，表面に不動態皮膜を形成するため腐食
しにくく，成分が溶出しにくい．加えて，純チタンは純
金属であるため，合金であれば金属ごとにさまざまな析
出物が付着するのに対し，純金属であればその析出物の

数や量が少ない．
　また，純チタンは他の歯科用金属と比べ比重が小さい
く，同じ大きさの修復物であれば軽い．鋳造冠 1個では
ほとんど影響はないが，義歯のプレートやロングスパン
のブリッジなど大きなものであると，患者にも実感でき
る．表 2に純チタンの物性について他の歯科用合金との
比較を示す．JIS（日本産業規格）によると、純チタン
は 99％以上の成分がチタンだが、N, C, H, Fe, Oが微量
含まれそれによって 1から 4種に分類されている．純チ
タンはジーシーの T－アロイの数値であるが，今回保険
で適用されたのは 2種である．他の歯科用合金と比較す
ると，比重は圧倒的に小さく，金パラの半分以下，タイ
プ 4金合金の約 4分の 1である．引っ張り強度や耐力
は，若干劣っているが，強度的に問題はない．さらに伸
びが大きく，硬さは柔らかい．
　純チタンの他の特徴も，まとめると 1．軽量である，
2．融点が高い，3．疲労強度が大きい，4．耐食性に優
れる，5．弾性率が低い，6．熱膨張係数が小さい，7．
熱伝導率が小さい，8．生体安全性が高いとなる．
　これらの特徴は利点ばかりではなく，製作する上で問
題点も含まれる．

C．純チタンの製作上の特性

　20数年前，チタンは歯科においても注目された．当
初課題としてあげられていたのが ,　
　1．鋳造が困難
　2．研磨が困難
　3．高額な設備投資が必要
の 3つである．そして残念ながら，現在でもすべて解決
しているとはいえない．
　チタンの鋳造であるが，チタンは融点が 1,668℃と他
の歯科用金属より高い．またチタンは高温で酸素との親
和性が高く，鋳造体表面に反応層を形成する．この反応
層は固く，脆いもので，取り除かなければチタン本来の
物性とはならない．さらに比重が小さいため，鋳造にお

専門歯科技工士講習会

表 1　チタン鋳造冠の保険適用の概要
保険適用日 2020/6/1

歯科診療報酬コード MO15-2（準用）
材料名称 純チタン 2種（JIS 4650 第 2種に適合

するもの）
適用部位 上下大臼歯
技術料 1,200点
使用歯科材料料 66点
算定条件 ・ 金属アレルギーの有無に関わらず算

定可能
・ 鋳造用の純チタン 2種に限る（CAD/

CAM用は算定不可）
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いては鋳造圧がかかりにくく，鋳込み不足による欠陥を
生じやすい．チタンは肉厚だと内部に空洞の欠陥を起こ
しやすいが，これも鋳造圧が関係しているといわれてい
る4）．
　純チタンの研磨については，チタンは歯科の埋没材に
多用されていた SiO2と簡単に反応する性質をもってい
るため．TiO2より酸化物生成の標準エネルギーの低い
マグネシア , カルシア，アルミナ，ジルコニア等を成分
とする埋没材が開発され，現在では埋没材の焼き付きは
かなり少なくなっている．また，チタンは化学的活性が
大きいため，切削した切り屑が研磨砥粒に溶着あるいは
固着し，反応して砥粒を摩耗させる．結果，チタンの切
削量より研削用ホイールの消耗が大きいため，切削効率
が低下する．さらに，チタンは，アルミナブラストや
カッティングディスクでの切断時に火花が飛ぶように，
熱伝導率が低いので局所的に高温になりやすい．高温に

なることで研磨材と反応して目詰まりを起こしやすいた
め，研磨効率が落ちてしまう5）．
　上記のことから，埋没材は従来のシリカを主成分とし
ているものは，チタンと反応してしまうので，専用のも
のを使用する必要がある．またチタンは融点が高く，高
温で酸化しやすいので，鋳造機も専用のものが必要であ
る．そして，これらは従来のものより高額となってい
る．現在，国内で販売されているチタン用鋳造機は 3つ
である（図 1）．どれもチタンの酸化を抑えるため，ア
ルゴン雰囲気中のアーク溶解方式で，大きな違いは鋳造
方式であるが，加圧鋳造と，横型あるいは縦型の遠心鋳
造となっている．

D．チタン鋳造冠の製作

　チタン鋳造冠の臨床例を図 2，3に示す．まず大臼歯

図 1　国内で現在販売されているチタン用鋳造機

表 2　純チタンの物性

金パラ TypeⅣ金合金 Co－Cr合金
純チタン（T－アロイ）

1種（S） 2種（M）3種（H）
比重 11.5 16.9 8.4 4.5 4.5 4.5

引張強度（MPa） 804 814 720 380 600 640

耐力（MPa） 770 650 550 310 470 490

弾性率（GPa） 100 100 200 100 120 126

伸び（％） 7 7 3 22 12 11

硬さ（Hv） 280 290 360 150 190 220

＊文献 3）より改変 　　　　　　　純チタン用途
　　　　　　　Ｓ（JIS規格第 1種）=インレー，クラウン
　　　　　　　Ｍ（JIS規格第 2種）=クラウン，ブリッジ，鋳造床
　　　　　　　Ｈ（JIS規格第 3種）=ブリッジ，鋳造床
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チタン鋳造冠の適応症例には，チタン以外の金属にアレ
ルギー反応がある場合，歯冠高径が不十分で，グルーブ
やキャビティなどの保持形態が必要な症例，CAD/CAM

冠の形成が困難である症例などがあげられる（図 2-A）．
　印象採得後，石膏を注入して作業用模型を製作する
が，この工程は通常の歯冠修復物の作業と変わりはない
（図 2-B）．次に通常の鋳造冠と同じようにワックス
アップをし，スプルー付与後，円錐台に植立する（図

2-C）．チタン鋳造機により，加圧鋳造方式や，遠心鋳
造方式でも横型や縦型のものがあるので，機種や機構に
より，スプルー形態や，ベントの有無等を考慮する必要
がある．
　埋没，鋳造は，保険適用の鋳造歯冠修復物の製作に関
して，埋没材の種類や鋳造機の機種までは指定されてい
ないが，チタン専用ではないものを使用して製作しても
間違いなくうまくいかない．チタン用鋳造機は高温での

図 2　チタン鋳造冠の臨床例（1）
A：咬合高径の低い歯（左側第二大臼歯）　B：同作業用模型　C：ワックスアップ後のス
プルー植立　D：チタン用鋳造機での鋳造直後

図 3　チタン鋳造冠の臨床例（2）
E：埋没材から取り出した鋳造体　F：中研磨　G：最終研磨　H：艶出し後のチタン鋳造冠
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酸素との反応を抑えるため，アルゴン雰囲気でのアーク
溶解式となっている．また，るつぼも通常のものだと溶
解時にチタンと反応してしまうため，銅などが使用され
ている（図 2-D）．鋳造温度は，高温で酸素と反応する
ことを考慮して，焼却後リングの温度を下げる，もしく
は室温で鋳造する方法もある．この場合反応を少なくす
ることが期待できるが，埋没材の膨張は少なくなるた
め，混水比での膨張調整が必要となる．また，埋没材は
硬化までに 2時間かかるが，焼却して室温に下げるまで
にも時間が必要なので，他の歯冠修復用の合金のように
短時間での鋳造はできない．
　鋳造体のリングからの取り出しは，埋没材が硬いの
で，エアーカッターなどが必要となるかもしれない（図
3-E）．取り出し後，ガラスビーズ等で埋没材を完全に
除去する．表面の反応層は目視では判別できないため，
できるだけチタンと反応しない埋没材を使用し，鋳造時
に酸素と反応しにくい鋳造機を使用することが重要であ
る．ディスクによるスプルーの切断では，チタンは熱伝
導率が低いため，局所的に熱が留まりやすいため，あま
り高速回転にせず，冷却しながら作業しなければならな
い．
　チタンの研磨については，専用の研磨材を使わないと
いけないということはない．通常のクラウンの研磨材が
使用可能であるが，その使用に際しては，高回転や，圧
をかけすぎて高温にしてしまうと，研磨材と反応して目
詰まりを起こしてしまうので，粗研磨，中研磨は冷却し
ながらの作業が必要である（図 3-F）．チタン鋳造冠の
接触点の調整は，なくしてしまうとろう材による修正は
できないので慎重に行わなければならないが，レーザー
溶接機があれば補修は可能である．
　シリコーンポイントでの最終研磨では，研磨材の成分
がチタン表面に溶着して，艶出し後の光沢度に影響を及
ぼすという報告6）もあるため，この工程も，回転数や圧
を調整して，高温にしない（図 3-G）．また，シリカ系
研削材はチタンと反応性が高いため，仕上げ研磨にはア
ルミナ系研削材を用いて余分な反応を抑制し，滑沢な研
磨面を得る（図 3-H）7）．
　最後にチタンの研磨は，どうしても，金銀パラジウム
合金の研磨と比べると，作業時間は長くなり，艶は出に
くい．研磨材の種類や研磨方法など工夫が必要だと思わ
れる．

E．おわりに

　チタン鋳造冠による第一大臼歯鋳造歯冠修復の診療報
酬において，技術料は 1,200点で，CAD/CAM冠と同じ
である．これは機器や材料が高価なこと，加工操作が困
難なことが加味されている．この技術料のおおよそ
70％が技工料とされており，金パラ鋳造冠の 3,178円に
対し，チタン鋳造冠は 8,400円となる．これを歯科技工
士が安売りしてしまうと，厚生労働省による実態調査に
より点数が適切でないと判断され，下がることが予想さ
れる．また，患者の利益には全くならない．歯科は医療
であるため，品質で患者の QOL向上に寄与されること
を望む．

　本稿の一部は一般社団法人日本歯科技工学会第 42回学術
大会専門歯科技工士講習会において報告した．本稿に関連
し，開示すべき利益相反（COI）関係にある企業はない．
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コロナ禍での歯科技工教育

東洋医療専門学校

杉田　順弘

A．はじめに

　歯科技工士教育は昭和 31年に制定された歯科技工士
養成所指定規則に基づいて行われてきたが，平成 10年
5月にとりまとめられた「歯科医師の需給に関する検討
会報告書」の提言より平成 11年 12月に「歯科技工士の
養成の在り方等に関する検討会」が設置され，歯科技工
士の養成の在り方について検討が開始された．その後，
平成 12年 4月から作業委員会が設置され，平成 13年 3

月に意見書がとりまとめられた．同意見書では全国統一
試験の実施，教育内容の大綱化と単位制および 3年の修
業年限が提言された．
　平成 24年 11月に厚生労働省「歯科専門職の資質向上
検討会」が新設され，歯科技工士の国家試験の全国統一
化等について議論を深めるため「歯科技工士ワーキング
グループ」が設置された．
　平成 28年 2月 28日全国統一の国家試験が初めて実施
された．
　平成 29年 11月 10日付けで歯科技工士学校養成所指
定規則の一部を改正する省令が公布され，平成 30年 4

月 1日より歯科技工士の教育が時間制から単位制へ施行
された．
　「歯科技工士の養成の在り方等に関する検討会」作業
委員会の意見書から全国統一試験の実施まで 15年，教
育内容の大綱化と単位制まで 17年を要した．この間，
平成 13年 4月から平成 28年 3月まで長きにわたり全国
歯科技工士教育協議会会長を務められた末瀬一彦先生
が，多大な尽力をされたことは周知のとおりである．
　令和 3年 2月 28日には大綱化と単位制で教育された
大部分の学生が国家試験に臨むわけであるが，令和 2年
4月からの新型コロナウィルス感染防止対策の影響が，
教育および国家試験受験に及ぶことが懸念される．
　本年コロナ禍で各養成校ではカリキュラムを完遂すべ
くそれぞれ工夫がなされたと推察するが，本年度の本校
の状況について述べさせていただく．

B．Web会議ツールを用いた遠隔授業

　令和 2年，大阪府教育庁私学課より新型インフルエン
ザ等対策特別措置法等に基づく措置として施設の使用制
限の要請があり，4月 14日から学校施設を使用した教
育活動を行わないこととなった．その後，政府の緊急事
態措置延長もあり 5月 15日まで学生は自宅待機となっ
た．5月 16日以降，これまでの施設の使用制限の要請
等の一部を解除することが決定されたことに伴い，5月
18日より 6月 12日までの 4週間は web会議ツール
（ZOOM）を用いた遠隔授業を行った．講義においては
従来，対面形式ではスライドを用いた講義がほとんどで
あったため，遠隔授業においてもスライドを使用する場
合，講義形態の変化はそれほどなかった．板書形態で講
義をされる講師についてはホワイトボードを撮影するパ
ソコンの横に，別に学生の顔が映されたパソコンも設置
した（図 1）．
　2年生，3年生は入学後からこれまでに普段の実習等
でのコミュニケーションがあったため遠隔授業でも比較
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図 1　 ホワイトボードを使用した遠隔
授業風景
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的意思疎通は図れたが，1年生においては遠隔ではお互
い表情が判別することが不十分で，こちらの意思がどこ
まで伝わっているか学生の理解度の把握が難しく，クラ
ス全体のモチベーションの維持が問題であった．
　実習指導においては各学年で各担当教員に相当の工夫
が必要であった．時間割で定められた実習の開始と終了
時間に遠隔授業用のパソコン画面で出席を確認し，定期
的に課題の進行状況も個々に確認した．3年生の総義歯
人工歯排列の実習課題の進行状況の確認と講評の様子を
図 2に示す．学生側が人工歯排列模型をパソコンやタブ
レットの付属カメラで撮影することで講師が評価とアド
バイスをすることが可能であった．
　1年生は入学式も開催できない状況であったため，有
床義歯技工学実習，歯冠修復技工学実習および歯の解剖
学実習に必要な教科書および教材を郵送し遠隔で指導し
た．
　有床義歯技工学では無歯顎模型，パラフィンワックス
および人工歯を郵送した．パラフィンワックスに触れる
のも初めての学生であるためパラフィンワックスを正方
形に切断させることから始めた．1辺 3㎝の正方形を 6

枚切り取り，電気インストゥルメント（図 3）を使用し
て各辺を溶着し，空洞の正立方体を制作させた．無歯顎
模型を使用した実習では上顎のみ前歯および臼歯を排列
させた．これらの実習は毎回パソコンに附属されたカメ
ラの前でデモを行い，怪我や事故を発生させないよう注
意を促し進行させた．学生の自宅の環境はガスの設備が
ない場合もあり，自宅での実習は電気インストゥルメン
トが重宝された．
　歯冠修復技工学で使用した模型および完成作品を図 4

に示す．作業模型を製作することができなかったため歯

型固着式模型でオンレーをイメージした咬合面をカラー
ワックスで製作させた．
　歯の解剖学実習においては歯型模型，切り出しナイ
フ，彫刻刀および石膏棒を郵送し，歯型彫刻のステップ
ごとの彫刻動画を事前に撮影し，視聴可能にしたものを
QRコードで送信した．
　遠隔授業期間中の各学年の講義および実習の時間数を
表 1に示す．
　3年生の研究はグループに分かれて課題を見つけ研究
する内容であるがグループごとに web会議ツールを用
いてグループのリーダーがホスト役となり議論を進め
た．各グループのリーダーからメンバーに知らされた
IDと PASSを用いて教員も参加者として議論に参加し
た．教員側がホスト役となり web会議を開催するより
も，各グループのリーダーがホスト役となり web会議
を開催した中に教員が参加者として加入するほうがス
ムーズでもあり，学生の自主性を育めたのではないかと
考えられる．

表 1　遠隔授業期間中の各学年の講義および実習の時間数

学年 講義 実習 研究 合計
1年 40 28 68

2年 36 42 78

3年 30 36 14 80 （時間）

図 2　総義歯人工歯排列実習指導風景 図 3　電気インストゥルメント

図 4　 歯冠修復技工学で使用した模型および完
成作品
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C．感染防止対策をとった通常授業

　大阪府教育庁私学課からの「私立学校園における教育
活動の再開等について（通知）」より 6月 15日（月）以
降については，適切な感染防止対策をとったうえで通常
の授業を実施することとなった．
　感染防止対策としては玄関に次亜塩素酸水および AI

顔認証サーモグラフィーカメラ（図 5，6）を設置し，

毎朝教員が交代で立ち学生の手指の除菌と検温のチェッ
クをした．エレベーターは密を避けるため定員を 4名に
限定し，廊下は外部ドアを開放し，業務用サーキュレー
ターを設置して換気した（図 7）．各教室および実習室
の入り口には次亜塩素酸水を，教室内では加湿器を配備
した．実習室の実習机の両隣および前方には透明アクリ
ル板の仕切り（図 8）を設置し，感染防止を図った．
　6月 15日からは学内で新型コロナウィルス感染防止
対策を継続しながら授業を行っているが，感染者数の増
加によってはさらなる対策が求められる．

図 5　玄関に配備した次亜塩素酸水 図 6　AI 顔認証サーモグラフィーカメラ

図 7　 外部ドアを開放し，業務用サー
キュレーターを設置した廊下

図 8　透明アクリル板の仕切りを取り付けた実習机
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大綱化実施におけるコロナ禍の影響

大阪大学歯学部附属歯科技工士学校

町　　博之

A．はじめに

　歯科技工士養成機関（以下，養成機関とする）におけ
る教育カリキュラムが時間制から単位制に改正する1）こ
とが通知された．このため，教育内容を弾力的に構築す
ることが可能となり，各養成機関で独自性をもつカリ
キュラムプランニングが必要となった．本校でも学校長
を交えワークショップを実施し，単位制への移行準備を
行った．この大綱化による新カリキュラムは，2019年
度入学生から導入され，続いて 2020年から全学年で開
始する予定であった．
　しかし 2020年度の新学期において，新型コロナウイ
ルスの感染拡大による予防対策として，政府から臨時休
校要請が発せられ，対面による授業が自粛された．その
期間，各教育機関では，インターネット経由での授業資
料や課題の配付，さらに一部の教育機関では遠隔授業
等，さまざまな対応がなされた． 

　一方これらとは別に，2000年 11月に制定された IT

基本法（高度情報通信ネットワーク社会形成基本法）に
基 づ き， 文 部 科 学 省 で は，ICT（ Information and 

Communication Technology）を活用した教育を推進し
ている．その取り組みの一つとして，これまでの著作権
法 35条を 2018年に法改正2）し，2021年 5月までにこの
制度を開始する予定であった．しかしコロナ禍による遠
隔授業等の実施を多くの教育機関で採用したため，2020

年 4月 28日に早期施行となった3）．そのため，イン
ターネットを経由した授業において，改正著作権法 35

条に基づいた手続きが必要となった．

B．本校の大綱化

　本校は大学附属の養成機関であるため，歯学部および
附属病院の講師陣によるアドバンス分野の講義が可能で
ある．そこで，約 20年前から各講座に依頼し，各専門
分野における概論をオムニバス形式によって実施してい
る．これは，研究機関である大学の特徴を活かし，歯科

技工士としての教育のみに留まらず，歯学について広く
理解させることが目的である．
　また，附属病院と直結していることにより，早くから
診療見学および臨床実習が実施されている．本校設立以
前には，大阪大学歯学部附属病院技工室に研修機関とし
て歯科技工士を養成する環境が整っていた．そのため，
本校の設立当初には，臨床実習に多くの時間を費やし
た．現在でも臨床実習は大変重要な位置付けにあり，教
育時間は以前より大幅に減少したものの附属病院の協力
を得ながら臨床実習を続けている．
　さらに特筆するものとして，顎顔面構造解剖学を組込
んでいる．これは，顎顔面領域を中心とした見識を広げ
ることを目的とし，歯学部学生の実施した屍体解剖によ
るご遺体を，実際に本校学生が手にして，頭蓋，顎関
節，口腔周囲筋および歯周組織の実物を観察する授業を
実施している．ご遺体と向き合って学習することによ
り，学生に謙虚さが芽生え，医療人としての適正な倫理
観を養うことができると考える．
　以上示した時間制下で実施していた教育内容は非常に
重要なことであり，これは大綱化になっても継続しなけ
ればならないと考え，①臨床教育や屍体解剖見学を通じ
て歯科医療人としての自覚をもつ，②歯科全般について
見識を広げる，ことを基本としてカリキュラムプランニ
ングを開始した．具体的には，旧カリキュラムでの授業
内容とその時間数を算出し，講義：1単位＝ 15時間，
実習：1単位＝ 30時間に設定した．これを基に，指定
規則に則り授業単位換算表を作成（図 1）し，時間の増
減を調整した．ここでアドバンス分野の各講義はそれぞ
れの時間数が少ないため，歯科技工に直接関係のないも
のは，一括して顎口腔病因病態機構学として 2単位に設
定した（表 1）．それ以外の歯科技工に関連のある教科
は，関連教科へ移行させた．その他，インプラント総論
およびスポーツ歯学は，歯科技工士教育に必要であり，
インプラント歯科技工学，オーラルアプライアンス歯科
技工学として，1単位ずつの新教科とし，不足の時間に
ついては内容を充実させることで対応した．総合的なプ
ランニングの結果，指定規則の 62単位に対して，本校
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では 72単位で申請し認可された．

C．コロナ禍における本校の対応

　2020年度は多くの養成機関の全学年で，大綱化によ
る新カリキュラムが開始される予定であった．本校で
も，シラバスの準備は整っていたが 2019年度の終盤か
らコロナ禍の影響で，授業が正常に実施できるのか予想
がつかない状況にあった．
　新学期に入ると，新型インフルエンザ等対策特別設置
法に基づいて，2020年 4月 7日に 7都府県に緊急事態

宣言が出された．これにより大阪府から発出された行動
自粛要請に対し，同 8日に大阪大学の活動基準が定めら
れ，学生のキャンパス内立入りを禁止とし，メディア授
業のみ実施可能となった．大阪大学では活動基準が月次
で定められ，それに準拠して歯学部の行動基準が示され
る．本校の授業に関しては歯学部の動きに同調させる必
要があり，歯学部が大阪大学 CLE（Collaboration and 

Learning Environment：以下 CLEとする）を利用した
メディア授業を開始することから，本校においても同様
の対応を検討し実施した．CLEは，授業を IT面からサ
ポートするための授業支援システムとして大阪大学が構

図 1　本校の授業単位換算表
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築した．これは，授業ごとに資料配布，課題提出，ディ
スカッション，講義ビデオの提供（ECHO）および成
績の管理等をオンライン上で行うことができる設備であ
る．
　メディア授業のみが可能であることから，比較的対応
しやすい講義を優先して進めなければならない．そのた
め，年間スケジュールを講義と実習に分類し，まず講義
のみを先行させるためのスケジュールを構築した．それ
と並行して，受講する学生がメディア授業に対応できる
のか，学生個々のWi-Fi環境や使用できる端末の種類
についてのアンケート調査を実施した（図 2）．その
後，メディア授業のテストケースを配信した結果，ス
マートフォンのみ所持している学生では，視聴しづらい
面もあったが，全ての学生で問題なく視聴できることを
確認した．そこでメディア授業を歯学部と同様，オンデ
マンド形式で実施し，その準備を担当講師に依頼した．
具体的にはパワーポイントで作成されたスライドに対
し，説明音声を録音しながらスライドショーを記録した
データを動画ファイルに変換し教材とした．それを予定
された日時に視聴可能となるように CLE上に設定し，
登録された学生が指定日時に視聴する（図 3）．また管
理者（教員）の方ではシステム上で視聴の様子を確認で
きるため，オンライン上で出席状況の把握が可能であ
る．しかし，オンデマンド形式での授業の欠点は，①教
材の作成に手間がかかる，②教材（動画ファイル）にす
ると授業時間が短くなる傾向にある，③その場で質問が
できないため理解しづらい等があげられる．
　夏季休暇は前・後半に分け，前半を 1年生，後半を 2

年生の集中実習週間として実施した．また実習が遅延し
ている者には，盆休暇を利用した．さらに，大阪大学で
は，秋学期・冬学期の授業は対面授業とメディア授業を
併用して実施する方向であり，対面授業が可能となっ
た．しかし，横方向に席を 1つ空けた状態で、教室の収
容定員の 2/3以下で実施することが条件であった．その
ため，本校では各教室の収容面積がコンパクトで限られ
ているため，各学年を隔日に登校させ，2つある実習室
に分散させた．この措置により、説明およびデモンスト
レーション等はビデオに撮影するとともに，各実習室に
設置したモニターで視聴が可能なように準備した（図
4）．講義室はパーテーションで 2つの講義室に仕切られ
ていたため，それを開放した状態で控室兼，対面式講義
や評価試験に使用した（図 5）．また，定められた時間

表 1　顎口腔病因病態機構学

教育内容 授業科目 授業内容 方 法 担　　当
実施時期 コマ数 申請時 単位数

1年次 2年次 H30 申請 時間数 単位換算
前 後 前 後 （1.5ｈ） （h）

顎口腔領域
における生
理学・病理
学

顎口腔病因
病態機構学

臨床検査 講 義 検査部 ○ 1 1 1.5 0.10 

咀嚼と味覚 講 義 口腔生理学教室 ○ 3 2 3 0.20 

疼痛 講 義 薬理学教室 ○ 1 1 1.5 0.10 

発声とその障害 講 義 顎口腔機能治療部 ○ 2 2 3 0.20 

口腔衛生 講 義
予防歯科学教室，
外部講師

○ 6 5 7.5 0.50 

歯周疾患 講 義 口腔治療学教室 ○ 2 2 3 0.20 

院内感染，口唇
口蓋裂

講 義 口腔外科学第一教室 ○ 5 2 3 0.20 

外傷，嚢胞 講 義 口腔外科学第二教室 ○ 2 2 3 0.20 

腫瘍 講 義 口腔外科学第二教室 ○ 2 2 3 0.20 

粘膜疾患 講 義 検査部 ○ 1 1 1.5 0.10 

小 計 20 30 2.00 

図 2　学生の端末の所持状況
スマートフォン以外の所持状況を示している．
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を確保するため，4時限までの授業を 5時限まで延長
し，さらに撮影されたデモンストレーション等は，CLE

にて受講させた．

D．著作物利用に関して

　文部科学省の掲げている ICTを活用した教育を推進

するための準備として 2018年に著作権法 35条を法改正
し，改正著作権法 35条が制定された．本来，著作物を
使用するときには，著作権者の許諾が必要である．しか
し，営利を目的としない教育機関においては，例外的に
著作権者の許諾が不要として扱われることがある．つま
り，授業における著作物をコピーし資料として配付等す
る場合，著作権者の許諾は不必要で無償としているもの
の，対面式の授業に限定されている．しかし，今回のコ
ロナ禍の影響で本校が実施しているメディア授業のよう
に，インターネット経由による授業（以下，ネット授業
とする）を実施する場合，著作物を使用していれば著作
権者の許諾が必要である．つまり，①捜索と連絡，②許
諾申請，③対価の交渉，④使用料の支払いを各著作権者
に対して行う必要があり，手続きに多くの時間や費用が
必要である．また許諾を拒否された場合はその著作物の
引用ができない等，不都合が生じる．これを是正するた
め，改正著作権法 35条が制定され，2021年 5月までに
実施する予定であった．この法改正によって，文化庁の
指定する一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協
会 （以下，SARTRASとする）が設立された．教育関係
者からの著作物に関する意見を SARTRASが聴取し，そ

図 3　大阪大学 CLE

起動させると音声付きのスライドショーが視聴できる．

図 4　講義室 1（左），講義室 2（右）
2つの講義室に分散し，デモンストレーションを各実習室のモニターに表示した．

図 5　講義室の使用状況
パーテーションを開放し，各机は十分に離して設置した．
講義のときは机を 90度回転させて使用している．
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れを文化庁に申請後認可されれば，SARTRASとその認
可された著作権者とが契約を結ぶことになる．一方教育
機関では，SARTRAと契約し著作物に関する補償金を
SARTRAに一定額支払うことで，著作権者と個別に交
渉等は必要なく，自由に著作物をインターネット経由で
使用することが可能となる4）（図 6）．
　コロナ禍の影響で，新学期から通常の対面式授業が行
えず，多くの教育機関ではネット授業が実施されてい
る．また文部科学省の発表によると，2020年 6月 1日
現在の専門学校では，対面授業が 50.1％（1,069校），対
面・遠隔の併用が 41.1％（877校），遠隔授業は 8.8％
（187校）であり，49.9％の専門学校で遠隔授業を実施し
た5）とある．このことから，コロナ禍による遠隔授業等
が増加傾向を示し，2020年 4月 28日に改正著作権法 35

条は早期施行となった．そのため，ネット授業で著作権
物を使用する場合は，改正著作権法 35条に基づいた手
続きが必要であるが，今年度は特例として SARTRAへ
の補償金の支払いが免除されている3）．

E．今後の展望

　文部科学省では ICTを活用した教育を推進してい
る．また，大阪大学においても，対面授業とメディア授
業の併用による「ブレンデッド教育」を大阪大学の標準
スタイルに定義づけている．このように教育における
IT活用の方向へ進んでおり，今回のコロナ禍によって
多くの教育機関では，遠隔によるネット授業が実施され
た．また，養成機関においては大綱化へのプランニング
を終えたところではあるが，大島6）は，改正を加えてい
くことが必要であるとしている．それらのことから，従

来の対面授業とメディア授業を調和させた教育も今後の
課題として考える必要があると思う． 

F．おわりに

　今回，本校での大綱化への準備からコロナ禍での授業
の対応を紹介し，本校が実施しているメディア授業の問
題点について述べた．また，それとは別に文部科学省に
よる ICTを活用した授業の推奨，さらには，それに伴
う改正著作権 35条の内容も取り上げ，ネット授業を始
めるうえで，注意点として示した．これらを総合的に検
討し，ITを利用した授業の取組みが今後必要であると
考える．しかし，養成機関の教育は実習に多くの時間を
要するため，ネット授業は困難であると推測されるが，
今回のコロナ禍で，ネット授業を経験しているのであれ
ば，ネット授業の利点，欠点および課題を精査し，どの
ように現シラバスに調和させていくのか議論が必要だと
考える．
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（一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会（SARTRAS）：「授業目的公衆送信補償金制度」の概要＝ 4月 28日
開始 遠隔授業等での著作物利用が円滑に＝（2020. 4. 28）より改変引用）
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独自性や特色あるカリキュラム

岡山歯科技工専門学院

松下　正勝

A．はじめに

　歯科技工士教育はここ数年で大きく変わった．厚生労
働省が平成 24年 12月より 7回行った「歯科専門職の資
質向上検討会歯科技工士ワーキンググループ」は当時全
国歯科技工士教育協議会（以下：全技協）会長の末瀬一
彦先生が座長を務め「歯科技工士国家試験の全国統一
化」と「教育内容の大綱化・単位制」の会議がなされ，
平成 26年 3月に報告書が示された．その後，会員校よ
りモデル・コア・カリキュラムの作成要請を受け，ワー
キンググループの全技協メンバーが引き続きモデル・コ
ア・カリキュラムの検討を積み重ね，全技協は平成 26

年 11月に各養成機関に「歯科技工士教育モデル・コ
ア・カリキュラム」を配布した．
　全国統一された歯科技工士国家試験は（一財）歯科医
療振興財団により平成 28年 2月に全国 4会場（現在 5

会場）で実施され順調に進んでいる．また，平成 31年
4月より行われている大綱化・単位制の授業は各養成機
関により独自性や特色あるカリキュラムが編成されてい
る．すなわち「歯科技工士国家試験の出題基準」を包含
した「歯科技工士教育モデル・コア・カリキュラム」，
さらにこの 2つを包含した各校の「コア・カリキュラム
＆シラバス」で授業が行われており，最短で来春に卒業
する学生は歯科医療業界より注目されている．
　本学は昭和 49年に歯科医師・歯科衛生士とともに地
域歯科医療に貢献できる歯科技工士の養成を目指し，
（一社）岡山市歯科医師会により設立され運営してい
る．講師には母体歯科医師会会員より臨床経験豊かな歯
科医師と岡山大学歯学部の教授陣，専任教員他の総勢
35名体制である．特に岡山大学に歯学部設置後から歯
科理工学の授業は生体材料学分野の先生により授業が行
われている．
　また，歯科技工士として社会的・職業的自立に向けて
必要な能力や態度を身につけるためにも「キャリア教
育」が重要不可欠と考えている（表 1）．

B．岡山大学歯学部との連携

　昭和 55年に岡山大学に歯学部が設置され，専門教育
が始まった昭和 57年から歯科理工学講座初代教授の中
井宏之先生の歯科技工士教育に対する理解により，「歯
科理工学」と「歯科鋳造学」の授業は講座の先生方に
よって始まった．その後，教授に就任した鈴木一臣先生
により歯学部で使用している最新機器の見学やその機器
を使用して大学で授業を受けることが可能となった．
　大綱化となった専門基礎分野「歯科材料・歯科技工機
器と加工技術」の歯科理工学も従前同様に岡山大学大学
院医歯薬学総合研究科生体材料学分野の松本卓也教授を
チーフとして講義と大学での実習指導がなされている
（図 1）．
　医療はチーム医療から多職種連携医療へと移るなか，
開学の精神を忘れず母体である岡山市歯科医師会執行役
員の情熱により岡山大学歯学部や大学病院との連携はさ
らに太いパイプとなり，各教授による特別授業や人体解
剖実習見学へと広がり繋がっている．
　また，CAD/CAM装置によるデジタル技術の導入に
伴い，各界の先生による授業を取り入れている（表 2）．

C．専門基礎分野と専門分野との連携

　歯の解剖学の授業（講義・実習）は 1年次前期に行わ
れ夏期休暇（7/21～ 8/31）後，前期試験を 9月に行う
がその結果は芳しくなく，成績を上げるために試験後に
夏期休暇（8/21～ 9/30）とするように学生，講師，保
護者の承諾を得て学則変更を行った．その結果，すべて
の学生におおむね 20％前後の成績の向上がみられた．
　歯の解剖学で学んだ知識と技術は後期から行うワック
スアップに活かされ，加えて歯科技工士国家試験の実地
試験の歯科技工実技にデッサンや歯冠部の彫刻があるた
め歯の形態は卒業まで継続的に学ぶ必要性を感じ，「歯
牙形態学」をオリジナルの科目としてカリキュラムに入
れている（表 3）．

シンポジウムⅠ 歯科技工士教育の大綱化 
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　歯科理工学の授業（講義・実習）も歯の解剖学の授業
と同様に 1年次前期に行われるが，1年次後期から 2年
次後期までの専門科目の実習を行うときに歯科理工学で
学んだ知識が実習に生かされない．歯科技工士国家試験
の課題に歯科理工学の実技がないためか学生は合格点が
取得できれば引き出しにしまい，次に開けるのは国家試
験対策の学説試験の時である．
　日々臨床で活躍している卒業生から高度で良質な歯科
補綴物を作るには技術のトレーニングは欠かせないが，

使用する歯科材料や器機の個々の特性をいかに引き出
し，それを組み合わせ，作製できるかが大きなカギだと
よく耳にする．新たな歯科材料を従前使用していた材料
の使用法や今までの勘に頼りがちである．そこで歯の形
態を学ぶカリキュラムと同様に卒業までの 2年間を通し
て行うカリキュラムを検討した．2年次前期で行う有床
義歯技工学（コバルトクロム合金鋳造床）の講義の時に
歯科理工学の講師に関連材料と器機の講義を再依頼し，
夏期休暇中には夏期ゼミとして CAD/CAM冠の歯科材

表 1　岡山歯科技工専門学院　教育課程・単位数

分
野 教育内容 授業科目

内　容
※数字は単位

単位数

1学年 2学年

基
礎
分
野

科学的思考の基盤
人間と生活

歯科英語 講義 1 1

歯科技工造形学 講義 1 1

基礎教養学 講義 1 1

総合教育特論 演習 2 1 1

小　計 5

専
門
基
礎
分
野

歯科技工と
歯科医療

歯科技工管理学
　　　　Ⅰ歯科技工学概論

講義 2 1 1

歯科技工管理学
　　　　Ⅱ歯科技工士関係法規

講義 1 1

歯・口腔の
構造と機能

口腔・顎顔面解剖学 講義 4 実習 3 7

顎口腔機能学 講義 1 実習 1 2

歯科材料・歯科技
工機器と加工技術

歯科理工学 講義 6 実習 2 8

小　計 20

専
門
分
野

有床義歯技工学
有床義歯技工学の概要と歯科技工

（全部床義歯技工学）
（部分床義歯技工学）

講義 7 実習 8

9 6

15

歯冠修復技工学
歯冠修復技工学の概要と歯科技工
（クラウン・ブリッジ）

講義 6 実習 9
9 6

15

矯正歯科技工学 矯正歯科技工学の概要と歯科技工 講義 1 実習 1 2

小児歯科技工学 小児歯科技工学の概要と歯科技工 講義 1 実習 1 2

歯科技工実習 総合技工実習 実習 11 11

歯牙形態学
（オリジナル）

歯牙形態の概要 実習 1 1

臨床技工学
（オリジナル）

臨床技工の概要 講義 3 2 1

小　計 49

合　計 74

（備考）但し，学院長が必要と認めたときは随時，履修授業科目外の特別授業を行うことができる．
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料に関する講義を行っている．また在学中最後の講義を
卒前講義として行い，臨床の場に向かう学生に歯科用材
料の適切な扱い方と歯科補綴物の関係をまとめる計画で
ある（表 4）．
　現在使用している全技協編集の教本の文中には『歯科
理工学』参照，『顎口腔機能学』参照と他の教科目教本

へ導く語句が随所に見られる．そこで在学中に実習で使
用する各教科のスリップ帳にも歯科理工学教本のページ
番号を入れ，常に歯科理工学教本が副読本として位置づ
け実習に取り組むことが歯科理工学を身近に感じ，臨床
に将来役立つものと考え準備を進めている．

表 2　2019年度特別授業の内容

所　属・氏　名 授業内容（講演演題）

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科咬合・有床義歯補綴学分野 
教授　　　　　　　　　皆木　省吾　先生

『本当に噛める義歯』を作ることが求められている！

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科口腔機能解剖学分野 教授
 沢　　禎彦　先生

歯科技工のためのやさしい応用解剖学
人体（口腔）解剖実習の見学（基礎医学講義実習棟）

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　　　　　　　 窪木　拓男　先生

歯科技工のパラダイムの転換：口腔インプラントの
現状と未来

岡山大学病院医療技術部歯科部門 前歯科技工士長
上田　明広　先生

インプラント技工の基礎知識

大阪歯科大学 客員教授／（一社）日本デジタル歯科学会 
理事長／（一社）日本歯科技工学会 会長

末瀬　一彦　先生

歯科審美の概念と審美治療の現状
デジタル歯科技工の現状と展望

（株）モリタ大阪本社／MORITA Digital Solution

山地　里咲　先生
CAD/CAMの基礎知識（カタナシステム）

（有）テクノ CAD/CAM主任オペレータ
難波　正勝　先生

CAD/CAM冠の技工術式（カタナシステム）

図 1　岡山大学大学院医歯薬学総合研究科生体材料学分野での実習



27独自性や特色あるカリキュラム

D．職業教育とキャリア教育

　就職セミナー，就職ガイダンス，事業所訪問，職場体
験を行い就職のサポートをして就職しても長続きしてく
れない．学生の成績（学科点・実技点）から成績上位の
学生と下位の学生は退職率が高い．優秀な上位の学生は
この業界に見切りをつけて，さらなるステージへ踏み出
し生き生きと働く．下位の学生は逆にこの業界より見切
られてしまうが成績だけではないようだ．職場に馴染め
ず，同業の歯科技工士にいびられ転職してしまう．中間
の学生がもがきながら歯科技工業界を支えている．
　専門学科における職業教育の重要性が問われてきた
が，このコロナ禍を生き抜くためにも心身の強い人材が
求められる．
　従来専門学校は職業教育の場であるといわれてきた
が，これからはキャリア教育へとスイッチの切り替えが
必要となる．
　職業教育とキャリア教育を文部科学省中央教育審議会

が平成 23年 1月に「今後の学校におけるキャリア教育
の在り方について」（答申）を示した（図 2）．

E．歯科医療の進路

　「人生 100年時代」とよく耳にする．2020年 7月末に
厚生労働省が発表した日本の「平均寿命」が過去最高と
なった．もちろん世界トップクラスであるが「健康寿
命」は低い．
　「平均寿命」と「健康寿命」との差に医療費と介護給
付費の社会保障費がかかる．日本の人口分布を見るとあ
と数年で約 806万人の団塊世代の方々が日本の医療制度
上「後期高齢者」となる．社会保障費の削減には健康寿
命の延伸が重要課題となり，これを歯科医療が担わなけ
ればならない．
　末瀬会長が話す「80－20運動」から「80－28運動」，
さらにその先の「100－28運動」が歯科医療の進むべき
方向でないかと考える．

表 3　歯の解剖学・歯牙形態学

分　野 教育内容 授業科目
履修学年・授業内容・単位数

1学年 2学年

専門基礎分野
歯・口腔の
構造と機能

口腔・顎顔面解剖学
前期 7単位

（講義 4，実習 3）

専門分野

歯牙形態学

歯牙形態の概要

後期 1単位
（実習 1）

補　習 前期実習 週 150分注1）

歯科技工実習 後期実習 78時間注2）

注 1）30分× 5日　注 2）90分× 2回× 26日

表 4　歯科理工学のカリキュラム

分　野 教育内容 授業科目
履修学年・授業内容・単位数

1学年 2学年

専門基礎分野
歯科材料・歯科技
工機器と加工技術

歯科理工学
前期 8単位

（講義 6，実習 2）

専門分野

有床義歯技工学注1） 部分床義歯技工学
（歯科理工学）

前期講義（90分×6回）

夏期ゼミ注2）

歯科理工学
前期講義（90分×6回）

卒前講義注3） 後期講義（90分×2回）

注 1）鋳造床製作時に使用する歯科材料・歯科技工機器と加工技術
注 2）CAD/CAM冠製作時に使用する歯科材料・歯科技工機器と加工技術
注 3）歯科材料と歯科補綴物
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大きな影響を与えてしまい学生の人生を左右しかねない．
　大綱化・単位制で学んだ学生が歯科技工を通して自立
し，社会や集団に貢献する強い意志を持ち，歯科医療人
として活躍することを切願する．
　歯科技工士を養成する教職員は自覚を持ち続け，資質
の向上に努めなければならない．

F．おわりに

　歯科技工士教育の大綱化は独自性のある教育や特色あ
るカリキュラムの編成が行え，各養成機関は柔軟で魅力
ある授業ができる反面その責任は重くなる．歯科技工の
業界を全く知らない無垢な学生には教職員の一言一句が

職業教育

「一定又は特定の職業に従事するために必要な知識，技能，能
力や態度を育てる教育」を言う．

人は，専門性を身に付け，仕事を持つことによって，社会と
かかわり，社会的な責任を果たし，生計を維持するとともに，
自らの個性を発揮し，誇りを持ち，自己を実現することがで
きる．仕事に就くためには，社会的・職業的自立に向けて必
要な基盤となる能力や態度だけではなく，それぞれに必要な
専門性や専門的な知識・技能を身に付けることが不可欠であ
る．

キャリア
教育

「一人ひとりの社会的・職業的自立に向け，必要な基盤となる
能力や態度を育てることを通してキャリア発達を促す教育」
を言う．

人は，他者や社会とのかかわりの中で，職業人，家庭人，地
域社会の一員等，様々な役割を担いながら生きている．これ
らの役割は，生涯という時間的な流れの中で変化しつつ積み
重なり，つながっていくものである．さまざまな役割の関係
や価値を自ら判断していくことが必要である．

図 2　職業教育とキャリア教育
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選ばれる学校を目指して

博多メディカル専門学校

山田　　誠

A．単位制での新たな取組み

1．科目の設定とカリキュラムマップ作成
　博多メディカル専門学校のカリキュラムポリシーに基
づき歯科技工士教授要項の科目を，基礎分野 5科目，専
門基礎分野 8科目，専門分野 15科目に設定し，それを
13ユニットに整えた．ユニットは単一科目の理解だけ
でなく，関連性のある科目をまとめることで科目間の相
互学習を促すことをねらいとした．また，入学して間も
ない学生でも学習順序が一目でわかるようにカリキュラ
ムマップを作成しシラバスに表示した．この策定案を学
内で協議したのち，第三者を交えた教育課程編成委員会
（年 2回）を平成 29年度から開き，業界団体や卒業生お
よび就職先企業の意見も反映した．科目とユニットは以
下のとおりである．
「基礎分野」
　科学と技術の基盤 人間と生活
　　①歯科英語
　　②造形美術概論
　　③情報リテラシー
　　④コミュニケーション学
　　⑤ビジネス能力
「専門基礎分野」
　A．歯科技工と歯科医療
　　⑥歯科技工管理学
　B.歯・口腔の構造と機能
　　⑦歯の解剖学
　　⑧歯の解剖学 乳歯と永久歯の形態学
　　⑨歯の解剖学 口腔解剖
　　⑩歯の解剖学 口腔組織発生学
　　⑪顎口腔機能学
　C．歯科材料・歯科技工機器の特徴と加工技術
　　⑫歯科理工学 無機有機
　　⑬歯科理工学 金属・成形・安全性
「専門分野」
　A．有床義歯技工学

　　⑭有床義歯技工学 総論
　　⑮ 有床義歯技工学 印象採得と咬合採得に伴う技工作業
　　⑯有床義歯技工学 クラスプとバーの製作
　　⑰有床義歯技工学 有床義歯の製作
　　⑱有床義歯技工学 総合
　B．歯冠修復技工学
　　⑲歯冠修復技工学 クラウン
　　⑳歯冠修復技工学 ブリッジ
　　㉑歯冠修復技工学 クラウンとブリッジの製作
　　㉒歯冠修復技工学 総合
　C．矯正歯科技工学
　　㉓矯正歯科技工学
　D．小児歯科技工学
　　㉔小児歯科技工学
歯科技工実習
　　㉕歯科技工実習 歯科技工の基本
　　㉖歯科技工実習 臨床歯科技工
　　㉗ 歯科技工実習 全部床義歯の人工歯排列・歯肉形成
　　㉘歯科技工実習 臨床見学
　有床義歯技工学は時間制では全部床義歯と部分床義歯
に分けていたが，実際には重複する内容が多いため⑭総
論，⑮印象採得と咬合採得に伴う技工作業，⑯クラスプ
とバーの製作，⑰有床義歯の製作，⑱総合という科目名
に変更した（図 1）．
　1年次のユニットは 1～ 7で構成した．
ユニット 1： クラスコミュニケーションと歯科技工ト

レーニング
　科目：④コミュニケーション学
　　　　㉕歯科技工実習 歯科技工の基本
ユニット 2：歯科技工に必要な造形方法と基礎知識
　科目：②造形美術概論
ユニット 3：歯・歯列の形態と口腔の健康
　科目：⑥歯科技工管理学
　　　　⑦歯の解剖学
　　　　⑧歯の解剖学 乳歯と永久歯の形態学
ユニット 4：歯冠修復治療とクラウンの製作
　科目：⑲歯冠修復技工学 クラウン

シンポジウムⅠ 歯科技工士教育の大綱化
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　　　　㉑歯冠修復技工学 クラウンとブリッジの製作
ユニット 5：小児・矯正歯科技工学と歯の組織発生学
　科目：⑩歯の解剖学 口腔組織発生学
　　　　㉓矯正歯科技工学
　　　　㉔小児歯科技工学
ユニット 6： 印象材・せっこう・ワックス・レジンの性

質

　科目：⑫歯科理工学 無機有機
ユニット 7：生体歯科技工，欠損歯列への対応
　科目：⑨口腔解剖
　　　　⑪顎口腔機能学
　　　　⑭有床義歯技工学 総論
　　　　⑮有床義歯技工学 印象採得と咬合採得に伴う技工作業
　　　　⑯有床義歯技工学 クラスプとバーの製作

図 1　歯科技工士科カリキュラムマップ
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　　　　⑳歯冠修復技工学 ブリッジ
　　　　㉑歯冠修復技工学 クラウンとブリッジの製作
　1年次は，帰属意識を高めるクラス形成と退学者の防
止を主眼にしたユニット 1から始め，ユニット 2で造形
方法を学んだ後にユニット 3で徐々に歯科専門教育へと
移行するようにした．ユニット 4の歯冠修復技工学は単
冠をテーマにし，ユニット 5では正常歯列や不正歯列が
できる過程に移る．ユニット 6は年間を通じて印象材・
せっこう・ワックス・レジンの講義と実験を行う．ユ
ニット 7では歯の欠損に伴うブリッジ，部分床義歯，イ
ンプラントを取扱いクラスプやバーの製作までを行うこ
とにした．
　2年次のユニットは 8～ 13で構成した．
ユニット 8：有床義歯の製作
　科目：⑰有床義歯技工学 有床義歯の製作
　　　　㉗ 有床義歯技工学 全部床義歯の人工歯排列・

歯肉形成
ユニット 9：歯科技工士の使命，臨床見学と就職
　科目：①歯科英語
　　　　③情報リテラシー
　　　　④コミュニケーション学
　　　　⑤ビジネス能力
　　　　⑥歯科技工管理学
　　　　㉘歯科技工実習 臨床見学
ユニット 10：クラウンとブリッジの製作
　科目：㉑歯冠修復技工学 クラウンとブリッジの製作
ユニット 11：臨床歯科技工
　科目：㉖歯科技工実習 臨床歯科技工
ユニット 12： 金属材料，装置の仕上げ，作業者の安全性
　科目：⑬歯科理工学 金属・成形・安全性
ユニット 13：国家試験対策
　2年次は，完成義歯を学ぶユニット 8から始める．ユ
ニット 9は技能以外に必要な知識と態度や習慣を修得す
るユニットにした．プレゼン発表会を開催し企業・病院
または保護者等に学習成果を披露する．ユニット 10は
ブリッジの製作を行う．ユニット 11は歯科技工実習の
応用的な講義と実習を行う．ユニット 12は年間を通じ
て金属材料や装置の仕上げおよび作業者の安全性の講義
と実験を行う．ユニット 13は国家試験の対策を行う．

2．歯科技工実習の見直し
　時間制の頃の技工実習は，全部床義歯やクラウンの反
復練習を主な授業内容としていた．しかし単位制では，
歯科技工実習を 4科目（歯科技工の基本，臨床歯科技
工，全部床義歯の人工歯排列・歯肉形成，臨床見学）に
分類した．
　a）歯科技工の基本では，最新歯科技工士教本歯科技

工実習の 1～ 6章に記載されている技工机の使い方や手
用器具の扱い方，感染対策の概念や印象体・模型・試適
補綴装置などの消毒，歯科技工指示書の見方や歯科技工
録の記載の仕方，臨床見学の目的や臨床見学の身嗜み・
態度，訪問歯科診療における歯科技工士の役割など新た
に講義と実習を導入した．
　b）臨床歯科技工では，最新歯科技工士教本歯科技工
実習の 7～ 16章に記載されている分割ポストコアの製
作法や審美修復，即時義歯の製作や支台歯となる歯に装
着するクラウンの製作，CAD/CAMシステムの基本，
歯周治療における歯科技工やシリコーンガム模型製作，
マウスガードの種類と製作法，インプラントにおける歯
科技工など新たに講義と一部の実習を導入した．
　c）全部床義歯の人工歯排列・歯肉形成では，全国歯
科技工士教育協議会実技評価試験に合格することを目標
として実習を行っている．
　d）臨床見学では大学病院の見学とインターンシップ
に付帯する注意点や礼儀作法や見学後のグループワーク
やプレゼンテーション発表会などを行っている．

B．アピールしたい取組み

1．就職活動のためのカリキュラム構成
　1年次 3月の春期企業見学で初めて歯科技工所を訪問
して歯科技工所の規模や概要を大まかに理解する．
　2年次 4月から教務主任がキャリアデザインの講話を
行う．内容は年収計算，支出計算，人生設計，勤務と開
業，就業形態ごとの特徴，就業地の特性などで計 4回に
分けて行っている．
　5月に大学病院見学を行い，歯科技工が医療であるこ
とを理解する．7月のインターンシップでは就業形態別
の歯科技工士の働き方を学ぶ．大学病院見学とインター
ンシップは学内に戻ってからグループワークや調べ学習
をしてプレゼンテーションを作成し，発表会で披露する．
　9月の研修旅行では首都圏のラボ訪問を行う．また，
9月からは企業の就職説明会を誘致して，より個別な就
職先の情報を得る．10月から就職活動を解禁して年内
には，ほとんどの学生が内定を得る．
　以前は国家試験対策を重要視して就職を後回しにする
場面もあったが，先に内定を獲得すると学生が自ら卒業
したい，国家試験に合格したいという強い想いが表れる
ことが明確になった．そして，自分の人生設計を考えた
うえで就職先を決定していくので，卒後の離職率は大幅
に減少している．歯科技工士の離職率が高いという意見
を新聞等で見かけることがあるが，実際には全く違って
いて，どこの情報を参考にされているのだろうかと感じ
ている．
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　ちなみに博多メディカル専門学校のデータは，過去 5

年間で 153名の卒業生を輩出し，離職率の平均値は
13.7％となっている．定着者が 80％以上を超える状況は
本校だけでなく，近隣の歯科技工士養成校に問い合わせ
ても同様の回答をいただいている．

2． 歯の形態学習を変更　歯型彫刻からワックスアッ
プへ

　歯の形態学習は，ユニット 3の授業で行っている．以
前の石膏の歯型彫刻では，隣在歯や対合歯および口腔の
調和に着目するより，咬合面隆線や唇側面の細かな表面
性状に対するこだわりが強くなりやすかった．臨床歯科
技工士にとっては非常に大切な内容であるが，今までの
教育成果としては一部の学生だけが到達できる領域では
ないかと感じていた．　
　博多メディカル専門学校では，国家資格を取得する養
成校として，すべての学生が修得可能な基礎的な内容を
目標とし，株式会社ニッシン INVICTUSスタンダード
モデル【GNR3-UL-HD-ALM28】で，隣在歯や対合歯
がある状況で歯冠形態をワックスアップするように変更
した．
　作品のチェックや評価は，教員の目視確認と歯科用 3

次元スキャナー（DORA Plus デジタルプロセス）で読
み込み，DORA Plusに搭載されている位置合わせ比較
ソフトで見本モデルとの比較を画像診断で判別できるよ
うに変更した．目視確認と違って咬頭位置や豊隆のズレ
など修正箇所の見える化ができて学生の理解度向上に大
きな成果が表れている（図 2，3）．

3．シラバスを活用した学習
　時間制の頃も入学時にシラバスを配布していたが，実
際には中身をほとんど見ることがなく，教員の準備が徒
労で終わることが多かった．本来シラバスは，学生との

契約書であり学習者である学生に必要な授業計画をまと
めたもので，学生が活用しやすい情報が記載されるべき
だが，過去のシラバスは魅力的ではなかったと反省し，
中身を一新することにした（図 4）．
「新しいシラバスの項目」
　　①科目名　
　　②学習目標（GIO）
　　③カリキュラムマップのユニット名
　　④授業時期 /曜日 /時間 /使用教室
　　⑤教科書 /参考書
　　⑥授業担当者一覧
　　⑦成績評価
　　⑧授業日
　　⑨授業時数
　　⑩授業形式
　　⑪ユニット番号（授業の通し番号）
　　⑫授業名 /学習目標（GIO）/国家試験出題基準
　　⑬行動目標（SBOs）
　　⑭教本のページ
　今回の改訂で学生は毎回の授業で肌身離さず活用する
ようになった．特に国家試験出題基準と行動目標
（SBOs）の項目が役立っているようで，計画的な授業
運営ができるようになったと教員一同で実感している．
今では使用する学生からもっと使いやすいレイアウトの
提案を受けて次年度の改良点を得ている．また非常勤講
師からは「授業の進行が進めやすくなった」や「教え過
ぎや教え漏れがなくなった」との評価をいただいている．

4．定期試験の見直し
　シラバス改訂に合わせて定期試験を見直した．以前は
教本の範囲を知らせる程度だったが，今は試験科目と
ページ数および配点を試験日の 1カ月前に周知する．そ
して問題作成者である各教員は作問を終え，試験日の 3

週間前までにシラバスの行動目標（SBOs）を試験出題
基準として学生に開示する．確実に修得して欲しい箇所

図 2　レイヤー表示による比較

図 3　カラーマップ表示による比較
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を開示するので学習範囲が明らかになり学生の取り組み
姿勢が大きく様変わりしていることを実感している．

5．授業アンケートの実施
　各授業の最終回に学生から授業アンケートをとってい
る．授業の進行速度や内容の理解度がわかるだけでな
く，教材・器具の数などの不足状況も次年度の授業改善
に役立てることができている．

C．今後導入を検討していること

1．デジタルを活用した学習成果のフィードバック
　卓上 PCで読み込んだ比較画像をタブレット端末に転
送し，自席でも自宅でも作品修正が容易に行えるように
はなりつつあるが，コロナ禍のオンライン実習では通信
環境やタブレット端末のスペックによって，画像の鮮明

図 4　シラバスの一例
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さなどに差がでることが明らかとなった．現在も動画コ
ンテンツなどが充実してきたが，本格的な導入にあたっ
ては動画やアニメーションで構成された電子実習書を今
以上に充実させることが課題である．
　また，それ以上に大切なことは学習者に必要な技能能
力を客観的に判断するための評価方法だと考えている．
　これに関しては教育課程編成委員会や卒業生および就
職先企業との情報交換で歯科技工士育成について引き続
き検討を重ねる予定である．

2．OSCE（客観的臨床能力試験）の導入
　他の医療職種の養成では当たり前に行われている
OSCEだが，歯科技工士養成においても必須だと考えて
いる．内容は特殊技工ではなく，どんな就職先にでも必
要な基本的な歯科技工のスキルを有しているかであり，
学生が備えられるように教育内容の見直しを図らなけれ
ばならない．修得するべき基本的なスキルの検討案を作
成し，評価方法と同様に外部の方々と意見交換を行い授
業導入したいと考えている．

D．まとめ

　今回の単位制大綱化による改正は，博多メディカル専
門学校にとって，開校以来に渡って継承してきた教育内
容を一新することになった．学習者である学生を主体に
置き，本校が推進するエンロールメント・マネジメント
（入学前から在学中，卒業後まで一貫してサポートする
総合的な学生支援）を考えると時間制時代の教育は時代
に合わないことが実感できた．教育は輩出された卒業生
の社会環境に適したものでなければならず，常に刷新す
ることが重要であることも併せて理解することができた．
　現在作成した単位制カリキュラムは，厚生労働省の人
口動態統計から予測して，今の学生が卒業後 10年経過
した時代を設定し，超高齢社会に必要な教育内容に重点
を置いた．
　今後は，口腔内スキャナー等のデジタル化による歯科
産業構造の変化や歯科技工士の業務拡充などを見据えた
場合，修業年限の延長や教育機関に携わる歯科技工士教
員の育成を念頭に置いた準備が必要であろう．
　これからも社会の変化に順応した柔軟性のある考え方
をもち，永続的にカリキュラムの見直しを図り，いつの
時代でも社会から選ばれる学校を目指していきたいと考
える．
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シンポジウムⅡ 専門歯科技工士制度を考える 

公益社団法人日本口腔インプラント学会の 

インプラント専門歯科技工士制度

公益社団法人日本口腔インプラント学会 理事 

九州大学大学院歯学研究院 口腔機能修復学講座

古谷野　潔

A．はじめに

　著者は，「日本歯科技工学会第 42回学術大会」のシン
ポジウムⅠ「専門歯科技工士制度を考える」のシンポジ
ストとして，公益社団法人日本口腔インプラント学会
（以下 JSOIという）の認定専門歯科技工士制度につい
て講演する予定であった．しかしながら，ご存知の通り
2020年度の「日本歯科技工学会第 42回学術大会」は，
新型コロナウィルス感染症の影響により現地開催が中止
となり，講演内容を「日本歯科技工学会雑誌」に論文と
して掲載することとなった．そこで，本論文にて JSOI

のインプラント専門歯科技工士制度を紹介する．

B．（公社）日本口腔インプラント学会の 
認定専門歯科技工士制度の概要

　JSOIの認定専門歯科技工士制度は，「口腔インプラン
トに関する歯科技工学の専門的知識および臨床技能・経
験を通し，歯科技工士の口腔インプラントに対する専門
的知識と技術を確保するとともに，口腔インプラント学
の発展及び向上を図り，もって国民の口腔保健の増進に
貢献すること」を目的としている．この目的を達成する
ために，JSOIは公益社団法人日本口腔インプラント学
会認定専門歯科技工士（以下，「インプラント専門歯科
技工士」という）を認定し，認定証を交付している．本
制度の概要を以下に紹介する．なお本制度の詳細に関し
ては，JSOIのホームページの認定専門歯科技工士に関

する規程等1，2）を参照いただきたい．

1．インプラント専門歯科技工士委員会
　本制度の実施に必要な事業を行うためにインプラント
専門歯科技工士委員会が設置されている．委員会は，理
事長が指名する専門医およびインプラント専門歯科技工
士をもって構成されており，著者は現在その委員長を務
めている．委員会は，表 1の業務を行っている．

2．インプラント専門歯科技工士申請の要件
　インプラント専門歯科技工士の認定を受けようとする
者は，申請時に表 2に示す各号すべてに該当する必要が
ある．この内の「（4）インプラント専門歯科技工士教育
講座」は，学術大会時に開催される．学術大会は，全国
大会および 6つ支部の支部学術大会の合計で年 7回開催
されるので，教育講座の受講機会も年に 7回ある．

3．申請にあたって必要な症例一覧
　認定を申請する者は，試験審査料を添えて表 3に示す
各号の申請書類を委員会に提出しなければならない．こ
の内の「（10）インプラント上部構造製作を行った 10症
例の上部構造製作の一覧（8号様式）」については，イ
ンプラント上部構造製作を行った 10症例の症例ごとの
特徴を所定の様式に記載する．その際，10症例同じよ
うな内容にならないようにすることが求められる．事前

表 1　インプラント専門歯科技工士委員会の業務

（1）インプラント専門歯科技工士申請者の資格審査及び試験
（2）インプラント専門歯科技工士の更新資格審査
（3）インプラント専門歯科技工士教育講座の開催
（4）その他，委員会が必要と認めた事項

表 2　インプラント専門歯科技工士の申請資格

（1）日本国歯科技工士の免許証を有すること
（2）2年以上継続して正会員であること
（3） 本会学術大会または支部学術大会に 2回以上参加して

いること
（4） インプラント専門歯科技工士教育講座を 2回以上受講

していること
（5）口腔インプラント専門医 1名の推薦があること
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審査で同じような内容の症例が記載されていないかにつ
いて確認され，同じような内容の症例が記載されている
場合は，症例の差し替え等が求められる．
　さらに，「（11）インプラント上部構造製作を行った 3

症例の報告書（9号様式）及び症例写真（別添資料）」
に関しては，10症例の中から 3症例を選択し，所定の
報告用紙に必要事項を記載し，別添資料として技工内容
に関するカラー写真と共に提出しなければならない．こ
の写真については，表 4に示す具体的な指定に従う必要
がある．

4．インプラント専門歯科技工士試験
　以上の提出書類の事前審査で問題がなければ，インプ
ラント専門歯科技工士受験申請受付証明書が郵送され，
専門歯科技工士試験を受験する．専門歯科技工士試験
は，表 5に示した通り，筆記試験（小論文形式）ならび
に症例報告（上述の 3症例）に対する口述試験（プレゼ
ンテーション）によって行われる．

5．インプラント専門歯科技工士の認定と登録
　インプラント専門歯科技工士の認定は，委員会で認定
申請書類の審査およびインプラント専門歯科技工士試験
の結果をもとに総合的に判定し，その報告をもとに理事
会の議を経て認定している．
　インプラント専門歯科技工士の認定を受ける者は，登
録料を本会に納付した後，インプラント専門歯科技工士
として登録され，認定証が交付され，氏名が本会学会誌
やホームページ等に掲載される．

6．インプラント専門歯科技工士資格の更新
　インプラント専門歯科技工士は，5年毎に資格更新を

受けなければならない．更新を申請する際には，施行細
則2）に定める更新単位基準（表 6）を満たさなければな
らない．すなわち，5年間で所定の更新単位 50単位以
上が必要である．ただし学術大会参加 20単位以上，教
育講座受講 20単位以上を含むものとする．当初は，更
新の際に認定期間中に製作した 2症例の症例報告（1症
例につき 5単位とする）が義務付けられていたが，平成
26年度より症例報告は必須ではなくなった．しかし，
現在では症例報告（1症例 5単位，2症例まで提出可能）
を他の出席単位の代替え単位として充当できることとし
ている．
　更新申請は，認定失効期日の 6カ月前から 3カ月前ま
でに終了しなければならない．長期の海外出張および病
気等で更新期間内に更新手続きができない場合には，そ
の理由書を委員会に提出すれば委員会で審議し，更新期
間の延長を認める場合がある．更新の可否は，更新申請
書類をもとに委員会において審査し，理事会の議を経て
決定する．

7．インプラント専門歯科技工士資格の喪失
　インプラント専門歯科技工士は，表 7に示した各号の
いずれかに該当する場合には，委員会および理事会の審
議を経て，その資格を喪失する．

C．インプラント専門歯科技工士数の動向と問題点

　現在，JSOIの正会員数は 16,056名で，そのうち歯科
医師が 13,326名，歯科衛生士が 2,033名，歯科技工士が
601名である．JSOIのインプラント専門歯科技工士制
度は，2007年度（平成 19年度）に発足した．現在の専
門歯科技工士は 262名であり，歯科技工士会員の約
44％を占めている．本制度が発足して最初の 3年間で
315名の専門歯科技工士が認定された．その後は，毎

表 3　申請時に提出する申請書類

（ 1 ）インプラント専門歯科技工士認定申請書（1号様式）
（ 2 ）試験審査料納入済領収書（写）
（ 3 ）誓約書（2号様式）
（ 4 ）履歴書（3号様式）
（ 5 ）日本国歯科技工士免許証（写）
（ 6 ）本会会員歴証明書（4号様式）
（ 7 ）学術大会参加記録（5号様式）
（ 8 ） インプラント専門歯科技工士教育講座受講記録（6号

様式）
（ 9 ）口腔インプラント専門医 1名の推薦書（7号様式）
（10） インプラント上部構造製作を行った 10症例の症例一

覧（8号様式）
（11） インプラント上部構造製作を行った 3症例の報告書（9

号様式）及び症例写真（別添資料）

表 5　専門歯科技工士試験

1．筆記試験（小論文形式）
2．症例報告に対する口述試験（プレゼンテーション）

表 4　インプラント補綴製作症例報告書（製作工程写真）

1．作業模型写真
 　写真 2枚添付：上部構造製作に着手する直前の写真
2．製作工程
 　写真 4枚添付：特に適合状態については等倍写真が必要
3．上部構造体完成写真
 　写真 3枚添付：唇側，舌側及び咬合面側からの写真
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年，年間数名～10数名程度が認定を受けており，その
累積総数は 376名である．しかし，現在，専門歯科技工
士として登録されているのは，前述のごとく 262名であ
り，認定された専門歯科技工士 376名の内，100名余り
が更新を行っていない状況である．現在，最初の 3年間
に認定された専門歯科技工士は，2回目の更新時期を迎
えている，1回目の更新では，315名の内 200名程度が
更新したものの，2回目の更新を行った者は約 180名と
更新数が少なくなる傾向にある．
　更新のための単位取得には，学会出席と教育講座の受
講が必要であり，これが十分に達成できていないために
更新手続きが滞っている可能性がある．歯科技工士の会
員にとって，遠隔地で開催される学会への参加のための
時間的な余裕，参加費や旅費といった経費の問題も更新

単位の確保にとってのマイナス要因になっているものと
思われる．しかし，基本的にはインプラント専門歯科技
工士資格を維持していくモチベーションが十分ではない
ということではないかと思われる．すなわち，学会参加
やセミナー受講が知識の習得には役立つはずだが，専門
歯科技工士資格の業務上のメリットは十分ではないと受
け止める専門歯科技工士が多いということかもしれない．

D．JSOIにおける歯科技工士会員の活動の活性化

1．表彰制度
　上述のごとく，JSOIのインプラント専門歯科技工士
制度は，ある程度順調に育ってきているものの，近年は
JSOIの歯科技工士会員数や専門歯科技工士数はプラ
トーに達しつつあり，活性化や発展に向けて今後さらな
る努力が必要と考えている．
　そこで，活性化の一環として，学術大会における表彰
制度，すなわち歯科技工士優秀発表賞を昨年立ち上げ
た．JSOIでは歯科医師対象の学会発表への表彰制度は
以前から実施されていたし，歯科衛生士に対しては，企
業の冠賞（ヒューフレディ賞）が存在したが，歯科技工
士の学会発表に対する表彰の制度はなかった．そこで，
歯科技工士の本部学術大会での口頭発表（歯科技工士

表 6　更新単位表

区　分 種　　別 単　位

学会及び研修会への
出席

日本口腔インプラント学会学術大会 ※どちらか必須 10

日本口腔インプラント学会支部学術大会 10

日本口腔インプラント学会専門歯科技工士教育講座　※必須 10

日本歯科技工学会学術大会参加  5

本会支部が開催する年次大会以外に認定を受けた支部学術研修会  5

口腔インプラントに
関する業績

日本口腔インプラント学会誌への投稿論文筆頭著者 20

日本口腔インプラント学会誌への投稿論文共同著者 10

日本口腔インプラント学会認定学術誌への投稿論文著者（筆頭及び共同）  5

日本口腔インプラント学会学術大会での主演者 10

日本口腔インプラント学会支部学術大会の主演者 10

日本口腔インプラント学会学術大会での共同演者  5

日本口腔インプラント学会支部学術大会の共同演者  5

本会の学術大会又は支部学術大会において行った特別講演，本会インプラント専門歯科技工
士教育講座講師

10

日本口腔インプラント学会指定研修施設（大学系，臨床系）主催の研修会での講演  8

症例報告
症例報告は，認定失効期日の 5年前から認定失効期日 3ヵ月前までの症例で所定の様式を使
い報告すること

 5

表 7　専門歯科技工士の資格の喪失

（1）本人が資格の辞退を申し出たとき
（2）歯科技工士の免許を喪失したとき
（3）本会会員の身分を喪失したとき
（4） 委員会でインプラント専門歯科技工士として不適当と

認められたとき
（5）インプラント専門歯科技工士資格の更新を怠ったとき
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セッション）に対する表彰制度を発足させた．学術大会
における歯科技工士セッションでの演題の筆頭者を対象
とし，最大 2演題を表彰する．受賞者は理事会および総
会に報告し，受賞者には次年度学術大会で表彰盾および
金一封を授与することとした（表 8）．これにより，歯
科技工士による演題の増加や参加者の増加を通して，
JSOIにおける歯科技工士会員の活動の活性化の一助と
なることを期待している．

2．歯科技工スタジアム
　今年開催された JSOIの第 50回記念学術大会に際し
て，歯科技工の活性化を目指し，専門歯科技工士委員会
では「歯科技工スタジアム」という名称のもと，20社
以上の歯科技工所が一同に集まる特別展示コーナーを企
画した．これは業者展示の一部ではあるものの，展示料
は無料として歯科技工所の参加を募集した．近年のイン
プラント治療において，コンピュータ支援の診断・治療
計画，サージカルガイドの作製，新世代セラミックやジ
ルコニアなどのデジタル対応材料の開発，CAD/CAM

や 3Dプリンターなどのデジタル技術を駆使したインプ
ラント暫間・最終上部構造作製など，大きな変革・発展
があった．これらに伴って，歯科技工士が診断から最終
上部構造，メインテナンスまでの各段階で治療への関わ
りを持つ必要が出てくるなど，インプラント治療におけ
る多職種連携の重要性が認識されてきた．こうしたこと
を背景に「歯科技工スタジアム」を，歯科技工士ばかり
でなく，歯科医師や歯科衛生士も参加できる場，そして
歯科技工を盛り上げる場として企画した．「歯科技工ス
タジアム」では，参加歯科技工所がそれぞれの技術の先
進性，精密性，正確性，迅速性などを始めとした独自の

特徴のアピールを行う．そうしたことを基盤として参加
する歯科技工士の情報交換・切磋琢磨・研修の場とする
とともに，歯科医師にとっては最新のインプラント技工
を依頼できる身近な技工所とその技術レベルを直接確認
できる場ともすることを目指した．各社の展示以外にも
最新のテクノロジーの紹介など，参加者が楽しめる企画
も実施することとしていた．
　しかしながら，新型コロナウィルス感染拡大のため
50回記念大会がWEB開催となったため，残念なこと
に，「歯科技工スタジアム」の企画は実現しなかった．
JSOIの専門歯科技工士委員会としては今後もこのよう
な企画を模索していきたいと考えている．
　なお，著者は公益社団法人日本補綴歯科学会（以下
JPSという）の今年の全国大会である第 129回学術大会
の大会長を務めた．そこで，この JPSの 129回大会で
も，大会長企画として「歯科技工スタジアム」を企画し
た．しかし，この大会もやはり新型コロナウィルス感染
症の影響でWEB開催となり，残念なことに「歯科技工
スタジアム」の企画は実現しなかった．

E．おわりに

　以上，JSOIのインプラント専門歯科技工士制度を紹
介するとともに，JSOIにおける歯科技工の活性化の活
動について紹介した．今後は，歯科技工の活性化を進め
ていくうえで，関連する各学会が専門歯科技工士制度ば
かりでなく，さまざまな面で共同・強調して取り組んで
いく必要があると考えている．

文　　　献

 1） 日本口腔インプラント学会：日本口腔インプラント学
会認定専門歯科技工士規程．https://www.shika-implant. 

org/certification/technician/kitei.html（2020年 11月
18日アクセス）

 2） 日本口腔インプラント学会：日本口腔インプラント学
会認定専門歯科技工士制度施行細則．https://www.

shika-implant.org/certification/technician/saisoku.

html（2020年 11月 18日アクセス）

表 8　歯科技工士優秀発表賞

 本部学術大会での口頭発表（歯科技工士セッション）
 歯科技工士セッション演題の筆頭者が対象
 受賞演題数は，上限 2演題
 受賞者名は学術大会最終日に発表する
 受賞者は理事会および総会に報告する
 受賞者には次年度学術大会で表彰盾及び金一封を授与する
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公益社団法人日本補綴歯科学会の登録歯科技工士制度（案）について

公益社団法人日本補綴歯科学会 理事長
明海大学歯学部 機能保存回復学講座歯科補綴学分野

大川　周治

A．はじめに

　公益社団法人日本補綴歯科学会（以下，補綴学会）で
は，補綴学会元理事長である平井敏博先生，およびその
期の専門医制度委員会委員長であり補綴学会元理事長の
松村英雄先生（日本歯科技工学会の現副会長）のもと，
2007年から「認定歯科技工士制度」についての協議を
開始し，そして継続してきた．私は，2007年から補綴
学会の理事を拝命しており，本議案に関して 10数年に
わたって理事の一人として協議にかかわってきた．協議
が開始された当初は，スムーズに成立するものと個人的
には考えていたが，協議が深まるにつれて，種々の問題
点が指摘されるようになり，継続審議として申し送りさ
れる事態となった．すなわち，歯科補綴学が歯科技工業
務と最も密接な関係にあるが故に，認定すべき内容が多
種多様となり，結果として，この多種多様性が認定歯科
技工士制度として構築するうえでの大きな壁となってし
まったのである．
　補綴学会は，歯科技工士の方々に対して，どのような
歯科技工業務を対象とすることで「認定歯科技工士」と
して認定できるのか，この点に関する議論は想像した以
上に厳しく，また，認定基準として，補綴学会参加を必
須とすることの是非も議論の収束をむずかしくした．し
かし，日本歯科技工学会と密接な連携を図りたいという
思いは，歴代の理事長はじめ，理事の方々の共通認識で
あり，各期における難題として協議されてきた．
　そのような状況のなかで，補綴学会前理事長の市川哲
雄先生の期において，今回ご紹介する「登録歯科技工士
制度（案）」（以下，登録制度）が特命委員会の前委員長
である津賀一弘先生から上程された．本登録制度は，歯
科技工士の方々の学識および地位向上につながる活動の
支援，そして日進月歩の補綴関連技工技術等，歯科技工
業務に関する生涯研修の支援を目的としており，登録料
を支払っていただくことで，補綴学会開催の各学術大会
参加費が不要になるなどの特徴を有している．

　以下，本登録制度の概要について説明する．

B．登録制度の目的

　超高齢社会への突入により地域包括ケアシステムの構
築が進められるなど，歯科保健医療を取り巻く状況は大
きく変化してきている．さらに，デジタル技術の著しい
進歩普及も伴って歯科技工業務の内容自体が急速に変化
してきている．そのため，歯科技工士の教育カリキュラ
ムの見直しや卒後臨床研修の実施等が必要との意見もあ
り，日進月歩の歯科医療を学び，修得する場を提供する
ことが急務となっている．
　本登録制度は，歯科技工士の方々が補綴学会開催の各
学術大会に参加することによって，日進月歩の歯科補綴
学や補綴関連技工技術等の研鑽および生涯研修の支援と
なり，もって歯科技工士としての学識および地位向上を
図るとともに，ひいては国民の健康福祉向上に貢献する
ことを目的としている．

C．名　　称

　「日本補綴歯科学会　登録歯科技工士」
　日本補綴歯科学会に登録歯科技工士として「登録」さ
れることにより，補綴学会が開催する各学術大会や研修
会への参加費が免除されるという制度である．登録料の
金額や登録の更新期間については，現在検討中である．

D．申請資格

　登録歯科技工士の申請資格は，以下となっており，日
本における歯科技工士免許を所有されている方であれ
ば，原則として登録が可能となっている．
　（1）日本国の歯科技工士免許を所有する者
　（2）補綴学会の学術大会等での研鑽を希望する者
　（3）補綴学会の会員・非会員は問わない

シンポジウムⅡ 専門歯科技工士制度を考える



40  日歯技工誌　第 42巻第 1号　2021

E．登録歯科技工士に許諾される事項

　申請が受理され，登録歯科技工士として認められれ
ば，以下の事項が可能となる．
　（1） 補綴学会が開催する学術大会等（専門医研修会，

生涯学習公開セミナー，9支部の支部学術大会等
を含む）への参加，聴講

　（2） （1）の学術大会等の参加費免除
　　　（登録料の支払いをもって無料とする［案］）
　　　※登録料や登録の更新期間については，検討中
　（3） メールマガジン（補綴学会が発信している歯科関

連情報メール）の受信

　補綴学会準会員との棲み分けが検討課題となるが，登
録歯科技工士の方は論文発表の著者ないし学会発表の演
者になるためには，研究発表に必要な登録料（1件に付
き 5,000円）が別途必要になるという点である．ただ
し，本登録制度の規程に関しては，協議中であり，決定
されたものではない．本稿では，現時点における本登録
制度の内容を紹介させていただくとともに，前述の目的
を達成しうる内容になっているか，ご意見を伺いつつ，
皆様と一緒に考え，そして可能ならば規程制定へと準備
していきたいと考えている．
　補綴学会の本提案（図）が，日本歯科技工学会のさら
なるの発展の一助となれば幸いである．

申請資格
　（1）日本国の歯科技工士免許を所有する者
　（2）補綴学会の学術大会等での研鑽を希望する者
　（3）補綴学会の会員・非会員を問わない

登録歯科技工士に許諾される事項
　（1） 補綴学会が開催する学術大会等（専門医研修会，生涯学習公開セミナー，9支部の支部学術大会等

を含む）への参加，聴講
　（2） （1）の学術大会等の参加費免除（登録料の支払いをもって無料とする［案］）
　　　※登録料や登録の更新期間については，検討中
　（3）メールマガジン（補綴学会が発信している歯科関連情報メール）の受信

図　公益社団法人日本補綴歯科学会　登録歯科技工士制度（案）の概要
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一般社団法人日本歯科審美学会の認定士制度について

一般社団法人日本歯科審美学会 副理事長
I.A.C

石川　功和

A．はじめに

　一般社団法人日本歯科審美学会の定款の第 2条に「こ
の法人は，歯科審美に関する学問と技術を研究し，歯科
審美学の進歩発展を図るとともに，会員が顎口腔の形態
美・色彩美・機能美の調和が図られた歯科医療を実践す
ることにより，国民の健康増進及び福祉の向上，活力あ
る円滑な社会生活の実現並びに人々の幸福感の向上に貢
献することを目的とし」との記載がある（表 1）．
　日本歯科審美学会においてはこの事業を実践するため
に歯科医師，歯科衛生士，歯科技工士が一丸となり歯科
診療に当たるべく「認定医」「歯科衛生認定士」「歯科技
工認定士」という制度を設けている．その中で，歯科技
工認定士制度は平成 15年 11月に施行され，以来現在で
は 28名の登録者がいる．本稿では，日本歯科審美学会
における認定士制度の概略を伝えるとともに取り組みに
ついても紹介する．

B．歯科技工認定士制度について

　日本歯科審美学会では「歯科審美医療の高度な水準の
維持と向上を図り，国民の保健福祉に貢献すること」を
目的として認定士制度に先駆け，平成 8年 10月より認
定医制度が施行されている．
　歯科審美はすべての歯科医療にかかわる分野であり，
これからの歯科医療においてオールマイティに治療で
き，国民のニーズに応えるべく「専門性」を有していな
ければならない．その実現には歯科審美学の専門的知識
および臨床技能・経験を有する歯科医師と同等の知識，
臨床技能をもった歯科技工士，歯科衛生士が必要である．
　日本歯科審美学会においては認定士制度を設け高度な
専門知識，技術の習得，研究，教育の啓蒙を奨励してい
る．日本歯科審美学会の歯科技工認定士制度の特徴とし
て，「歯冠修復」，「有床義歯」，「インプラント」，「矯正」
と専門分野がわかれていることがあげられ，歯科技工士
としての専門性がより際立つ制度となっている．さらに
歯科技工認定士には，歯科医師，歯科衛生士からの要請
に応じて適切な対応指示を与えることのできる人材を目
指すよう期待している（表 2）．

C．認定歯科技工士資格の申請，取得

　認定歯科技工士の資格の取得については，もちろん歯

シンポジウムⅡ 専門歯科技工士制度について考える

表 1　一般社団法人日本歯科審美学会 定款
（目　的）
第2条　この法人は，歯科審美に関する学問と技術を研究し，
歯科審美学の進歩発展を図るとともに，会員が顎口腔の形
態美・色彩美・機能美の調和が図られた歯科医療を実践す
ることにより，国民の健康増進及び福祉の向上，活力ある
円滑な社会生活の実現並びに人々の幸福感の向上に貢献す
ることを目的とし，次の事業を行う． 

1．学術大会の開催
2．機関誌及びその他の出版物の刊行 

3．歯科審美に関するセミナー・シンポジウム等の開催
4．歯科審美に関する認定医・認定士等の養成及び認定
5．研究の奨励及び研究業績の表彰 

6．国内外における歯科審美関連団体との交流及び情報交換
7．その他この法人の目的を達成するために必要な事業

表 2　一般社団法人日本歯科審美学会 認定士制度規則
第 2章　認定士申請者の資格
第 3条
認定士の資格を申請できる者は，次の各号のすべてを満た
すことを必要とする．
（1） 日本国歯科技工士あるいは歯科衛生士の免許を有する

こと．
（2）認定士申請時において 3年以上の会員歴を有すること．
（3）第 5条の認定士の各号に揚げる条件を満たすこと．
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科技工士であることだけでなくいくつかの条件を満たし
ていなければならない．学術大会出席や学会発表などの
学会への貢献度も加味され，学会が発行する認定士にふ
さわしいかをより吟味され，やはり学会で発行している
認定医資格と同等の重みを有している（表 3）．
　認定歯科技工士の資格取得は，①書類審査，②症例報
告および口頭試問の手続きを経て行われる．まず 1段階
の書類審査の申請には履歴書，学会参加の証，発表・投
稿履歴，症例報告書等が求められる．書類審査の段階が
進めば第 2段階の症例提示および口頭試問と進む．特筆
すべきは，認定士の症例提示，口頭試問の会場において
も歯科医師，歯科衛生士，歯科技工士が同席し，それぞ
れの立場から質問をしていることである．これは認定士
だけでなく認定医の審査会場においても同様なことが行
われている．まさに歯科医師，歯科衛生士，歯科技工士
が協働する本学会の特徴である．
　症例報告，プレゼンテーションにおいては発表時間も
15分程度とし，
　＊　チーム医療の一員として参画していたか．
　＊　 歯科医師，歯科衛生士と十分なコミュニケーショ

ンを取れていたか．
　＊　包括的かつ全人的な治療を目指したか．
などのことが問われ，さらに歯科審美治療で陥りやす
い，スキルのみに終始した発表は控えるよう示唆してい
る（表 4）．

　つまり個人の認定士としての資格取得だけでなく，資
格所得したのちには歯科審美に関する領域の啓蒙活動も
望んでいる．

D．おわりに

　とかく「審美」とは学問的な裏付けのない，技工にお
いてもテクニカル的な要素の見た目の調和だけが取り上
げられがちである．しかし日本歯科審美学会は歯科審美
を学問体系としてとらえ，学際的な学会として歯科医
師，歯科衛生士，歯科技工士，研究者，企業人とととも
に成立している．そして，認定医，認定士はその学問的
体系を確固たるものとすべく活動していかなくてはなら
ないであろう．
　また，今後の認定歯科技工士制度への個人的な思いと
しては日本歯科技工士会，日本歯科技工学会とも連携を
もち，日本歯科審美学会の「歯科技工認定士」の意義を
理解していただき，歯科技工士の会員数の増強に繋がれ
ばと思う次第である．

参考文献

 1） 松村英雄：専門歯科技工士制度制定の意義と今後の課
題，日歯技工誌 37（1）：1-5，2016．

 2） 松村英雄：専門歯科技工士制度の課題と将来に向けて
の取り組み，日歯技工誌 40（1）：1-3，2019．

表 3　一般社団法人日本歯科審美学会 認定士制度規則
第 3章　認定士の基本的条件
第 4条
歯科技工認定士は，歯科審美学領域における審美修復物製
作のための高い歯科技工技能の習得，または教育，関連機材・
材料の研究・開発を行うものとし，歯科衛生認定士は審美
歯科領域全般を含める口腔衛生技能に対する高度の専門知
識，技術の習得，研究，教育を行い，歯科医師または歯科
技工士および歯科衛生士からの要請に応じて適切な対応お
よび指示を与えることのできる能力を有すること．

第 5条
認定士は次の各号をすべて満たす者でなければならない．
（1）学会学術大会に出席すること．
（2）歯科審美に関連する発表を行うこと．
（3） 歯科技工認定士は，歯科審美に関連する領域の歯科技工，

歯科衛生認定士は，口腔衛生業務を行い，ともに歯科
審美に関連する領域の啓発活動を行うこと．

（4）細目については，別に定める．

第 6条
その他，学会が特別に認めた者．

表 4　症例提示および口頭試問における審査項目
 1．症例の診察・検査，診断，治療方針を明確に示したか．
 2．治療経過，結果を明瞭に示したか．
 3． フォローアップに関して明確に示したか（とくに長期
症例）．

 4．予後および考察を明確に示したか．
 5．状況確認ができる資料を明瞭に提示したか．
 6． 内容（表現，構成）の充実したプレゼンテーションを行っ
たか．

 7． 患者とのコミュニケーションがとれていることを示し
たか．

 8． 歯科医師・歯科技工士とのコミュニケーションを図っ
たチーム医療の実践を示したか．

 9． 患者が歯科審美治療を受けて幸福度が増したことを示
したか．

10．決められた時間を守って発表を行ったか．
11．質問に対して明確に回答したか．
12． 歯科審美治療に対して十分な知識と技術を有していた
か．

13． 認定医・認定士取得者として本学会・社会に貢献でき
る資質を有していたか．
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一般社団法人日本デジタル歯科学会における専門士制度検討について

一般社団法人日本デジタル歯科学会 副理事長
協和デンタル・ラボラトリー

木村　健二

A． 一般社団法人日本デジタル歯科学会の目的
および存在意義についての考察

　一般社団法人日本デジタル歯科学会（以下，デジタル
歯科学会）は，2010年に CAD/CAM歯科学会として設
立後，2013年に名称を日本デジタル歯科学会と改め現
在に至っている．学会の目的は，「国民に対して安全，
良質な歯科医療を提供するためにデジタルソリューショ
ンの普及を図るとともに，それにより国民の健康増進及
び福祉の向上に貢献すること（デジタル歯科学会 HPよ
り）」であり，学術大会，学会誌の発行，セミナー・シ
ンポジウムなどの開催を中心として活動を行っている．
2020年 9月現在，会員数は 800余名，賛助会員企業数

も 56社で，非常に活気のある学会へと発展している．
会員歯科技工士数は全体の約 25%を占めている状況で
ある．
　さて，昨今の歯科技工士の高齢化，志願者数の減少と
養成校の相次ぐ閉校，そして長時間労働の問題等，歯科
技工士をとりまく環境は依然厳しいものがあるのはご存
知のとおりである（図 1～ 3）．国もこの事態を重く捉
え，2018年度より歯科技工士の養成・確保に関する検
討会が発足し有識者による検討会が行われており，早急
な対応策が望まれている．
　さらに，デジタル機器の普及に伴って従来の歯科技工
士の仕事が機械に奪われてしまうという危機感をお持ち
の諸氏もいらっしゃることかと思う．しかし一方で，デ

シンポジウムⅡ 専門歯科技工士制度を考える

図 1　就業歯科技工士（年齢階級別）の年次推移
（厚生労働省：第 1回歯科技工士の養成・確保に関する検討会　平成 30年 5月 15日　資料 2　p.11より．https://
www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000206007.pdf　2020年 8月 19日閲覧）
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ジタル機器を活用することによって，従来とは異なる新
たな価値をもった職業として歯科技工を捉えることが可
能な段階に来ているのではないだろうか．歯科用 CAD/
CAMを用いた修復物と補綴装置の作製にとどまらず，

CTデータを活用したトップダウントリートメントの実
現可能性が高まっており，とくに矯正・インプラント分
野での発展が目覚ましい．クラウンブリッジ分野におい
てはすでにデジタル活用において一定の成果が出ている
ように思われるが，デジタルデンチャー領域においては
さらなる発展が期待される．人生 100年時代といわれる
なか，歯科技工士にとって大型 PC画面で CAD操作で
きれば長く仕事を続けられる一助となるだろうし，デー
タ設計等リモートワークで作業可能な部分が増え ,職業
としての魅力が付加されるのではないだろうか．デジタ
ル歯科学会では，歯科技工の仕事がなくなるのではな
く，仕事が変わるという観点で，前向きにデジタル・デ
ンティストリーを捉えることができるようなデジタル機
器の活用方法，デジタル歯科技工の可能性を学ぶことが
できる．超高齢化社会であるわが国では，健康長寿が
キーワードになり，長く元気に働くことが多くの方に
とっての目標になると思われる．今後，日本の歯科技工
業界発展に向けて，新規志願者を増やすためにも若者に
選ばれる仕事に変わることも重要ではないだろうか．
　時代が急激に変化し，職業選択における価値観にも変
化が生まれたことで歯科技工士がもつ生涯免許の国家資
格という魅力にデジタル・デンティストリーを加え，国
民への周知を学会の垣根を越えた活動で広げていけたら

図 2　歯科技工士養成施設数および入学者数
（厚生労働省：第 1回歯科技工士の養成・確保に関する検討会　平成 30年 5月 15日　資料 2　p.11より．https://www.

mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000206007.pdf　2020年 8月 19日閲覧）

図 3　 年齢階級別にみた就業歯科技工士数の推移と 2026年
推計について

（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
科衛生士及び歯科技工士の就業状況等に基づく安定供給方策に関
する研究」（H29-医療-一般-003）平成 29年度～ 30年度総合研
究報告書，就業歯科技工士数の将来設計．研究分担者；大島克郎
（日本歯科大学東京短期大学教授），研究分担者；安藤雄一（国立
保健医療科学院統括研究官））
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と考えている．
　また，歯科技工士は学会等による資格制度の存在によ
り定期的に情報をアップデートできることで長く活躍の
場が見込めるのではないだろうか．全国各地で開催され
る学術大会へ足を運び，仲間と一緒に学ぶことは大変貴
重な時間であり，楽しみにされている方が多いと思われ
るが，なかにはさまざまな理由で参加できない会員も多
くいることと思う．今後は予算的な問題だけでなく，年
齢や開催地などによる理由で参加できないという会員も
出てくることが懸念されるなか，デジタルツールを活用
したWeb開催などで新しい学会のスタイルを検討して
いる．まさにコロナ禍において，新しい学会やセミナー
開催のあり方について前向きに考えている．

B． デジタル歯科学会専門士制度委員会におけ
る検討内容に関して

　次に，本来であれば日本歯科技工学会第 42回学術大
会シンポジウムⅡ「専門歯科技工士制度を考える」にお
いて発表をさせていただく予定であった，デジタル歯科
学会において現在検討中の専門士制度設立における意
義 ,目的等についてお伝えしたい．
　デジタル歯科学会では，末瀬一彦理事長のもと，2018

年 4月より 9つの委員会が設立され，会の運営充実を図
るために活動が行われており，その一部門として専門士
制度委員会が存在している．この委員会は，「歯科診療
に関連するデジタル機器の基礎知識ならびに最新情報を
普及することを目指し，本学会での講演等，その進歩・
発展に寄与できる指導的人材を養成することを目的（一
般社団法人日本デジタル歯科学会称号認定制度施行細則
第 1章総則より）」とし，学会専門士の認証 ,試験方
法，称号についての検討を行っている．現在，制度施行
細則が決まり，いよいよ実施の方向である．
　そのなかでのポイントとなるのが，デジタル歯科学会
において専門士制度をどう考えるかである．学会として
の特徴は，前項に述べた通り新しい分野の伸びしろのあ
る学会であると考えるが，単純に歯科技工士会員を集め
ることのみが目的となることのないよう，会員の知識を
深め，技術力を向上させるためのステップとしての専門
士制度であることが望ましいと考える．デジタル歯科学
会の社会における必要性を見極め参集してくれた会員が
切磋琢磨しながら研鑽できる場であるために，知恵を絞
り ,専門士制度の運用のための称号の名称，申請条件，
試験方法，認定委員会の設置と委員に関する詳細，審査

委員会，審査委員，合否の要件，更新方法などについて
検討を重ねてきた．認定を受けたいと思えるような制度
であり，かつ，認定を受けることによって社会的評価も
得られ，安心・安全・継続可能な歯科技工士生活に魅力
をもたせる制度になればさらによいと考える．これらの
理想を実現すべく，実施をしていきたい．デジタル歯科
学会専門士制度における認定試験の実施は専門歯科技工
士認定委員会によって行われ，試験内容は書類審査，面
接，筆記試験およびケースプレゼンテーション（実技試
験）などが考えられている．

C．今後のデジタル・デンティストリーの展望

　デジタルは手の届くところに来ている．デジタル歯科
学会では専門士制度を整備し，デジタル専門歯科技工士
として身につけるべき基礎知識を学べる場を整えようと
活動を行っている．新しい時代の歯科技工の勉強がで
き，知識が得られる機会を提供できる場がある．これま
での歯科技工は「ものづくり」という側面が強かった
が，デジタル・デンティストリーは「仕組み」をいかに
活用するかが鍵である．いま，歯科技工士がもつ咬合理
論や解剖学，理工学的な知識を生かし，歯科用 CAD/
CAMシステム（3Dスキャナ，CADデザイン，CAMソ
フトウェア，ミリングマシン，3Dプリンタ）を理解す
ることで新しい可能性が見えてくるのではないだろうか．
　たとえば，取引先の歯科医院で口腔内スキャナが導入
され，補綴製作の仕事内容に変化が出た場合，CADソ
フトウェアを導入してデザインを学んでみるのはどうだ
ろうか．CADとはコンピュータによる設計支援を意味
しており，歯科技工士にとって新しいツールとして世界
規模で普及が進んでいる．導入することで歯科医院から
石膏模型ではなく口腔内の状態をデータで受けた物に
CADソフトウェア上でデザインを行い，ミリングマシ
ンや 3Dプリンタによる造形プロセスに進む流れとな
る．業務のデジタル化には設備投資は必要にはなるが，
アウトソーシングの活用でコンパクトにスタート可能で
あるため，デジタル歯科学会がデジタル・デンティスト
リーへの一助となる場でありたいと考えており，ぜひこ
の機会に当学会の活動に興味を持っていただけたら幸甚
である．歯科技工とデジタルデンティストリーとの融合
が進展することにより，今後は医科歯科連携への展開に
も挑戦していきたいと考えている．
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日本スポーツ歯科医学会認定マウスガードテクニカルインストラクター制度 

と現状，今後の展望について

一般社団法人日本スポーツ歯科医学会 認定委員会副委員長
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 環境社会医歯学講座スポーツ医歯学分野

上野　俊明

　一般社団法人日本スポーツ歯科医学会（以下 JASD）
では，スポーツ歯科の知識を有し，マウスガード技工に
関する指導能力を有する人材養成を目的として，2006

（平成 18）年より JASD認定マウスガードテクニカルイ
ンストラクター（以下MGTI，対象：歯科医師および歯
科技工士）の専門資格審査事業を実施している．この認
定MGTI資格を有する者は JASD公認マウスガード講
習会や JASD認定マウスガード研修施設等においてマウ
スガード製作の実習指導に携わることができ，良質なマ
ウスガードの普及啓発に資することが期待される．その
他 JASDでは認定医，認定スポーツデンタルハイジニス
ト（以下 SDH）ならびに認定マウスガード研修施設の
養成認定も行っている（表 1）．
　認定MGTI資格の申請要件は，下記の 6点である．
　（1） 日本国歯科医師免許あるいは日本国歯科技工士免

許を有すること．
　（2）JASD正会員，もしくは準会員であること．
　（3） マウスガード講習会等における実習指導経験を有

すること．
　（4）JASD学術大会研修歴 1回以上．
　（5） JASD認定研修会研修歴 1回以上，または SDH

セミナー研修歴 2回以上．
　（6） 代議員（理事），認定医，認定MGTI等からの推

薦状．但し，MG講習会実施責任者（団体）から
の推薦状をもって申請することも可とする．

　ポイントとなるのは申請要件（3）であろうか．すな
わち，ここではマウスガードに関する正しい知識と適切
な製作技術を有するのみならず，歯学部・歯科大学や歯
科衛生士養成校，歯科技工士教育機関，学会，歯科医師
会，歯科技工士会等が開催するマウスガード講習会等に
おいて，実技指導を行った経験の有無を求めている．
　「To teach is to learn twice.（教えることは二度学ぶこ
と）」という言葉があるが，皆さんご存知だろうか．フ
ランスの哲学者ジュベールの言葉であるが，他人に何か
を教えようとすると自分に足りないものがあることに気
付くことができ，それを補おうとする．つまり，教える
たび学び直しにつながり，自らを高めることができると
いう．そうした意図もあってMGTI資格を得ようとす
る者に指導業績を求めているので，ご理解いただければ
と思う．
　また申請要件（5）にある通り，JASD学術大会と認
定研修会，もしくは SDHセミナーの研修歴も求めてい
る．JASDがマウスガードやフェイスガードを含めて，
スポーツ歯科に関する本邦唯一の専門学会であることか
ら，認定資格を得ようとする者にそれらの研修歴は求め
られて然るべきものであろう．学術大会は年 1回の開催

シンポジウムⅡ 専門歯科技工士制度を考える

表 1　日本スポーツ歯科医学会認定資格一覧
資格名称 対象 研修歴 審査 症例 試験

認定医 歯科医師 〇 〇 〇（治療 3，マ
ウスガード 10）

〇（症例プレゼ
ン）

認定マウスガードテクニカル
インストラクター

歯科医師，歯科技
工士

〇 〇（実習指導経
験・推薦状）

なし なし

認定スポーツデンタルハイジ
ニスト

歯科衛生士 〇 〇 なし 〇（筆記式）

認定マウスガード研修施設 大学・歯科技工士
養成機関等

なし 〇（研修責任者・
施設基準）

なし なし 
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であるが，認定研修会については年 2回開催している．
1回は学術大会との併催形式であり，もう 1回は単独開
催している．研修内容はスポーツ歯科の基礎および応用
に止まらず，スポーツ医学，科学，ドーピング防止など
多岐にわたり，折に触れてスポーツ選手などのゲストス
ピーカー講演も盛り込むようにしている．SDHセミ
ナーも学術大会期間中に開催されているが，この研修単
位は学術大会や認定研修会の半分（5単位）なので，ご
留意いただきたい．認定制度の詳細については学会ホー
ムページ（http://kokuhoken.net/jasd/）を確認してい
ただければと思う．
　さて JASD認定資格事業を開始して 15年が経過した
ところであるが，これまでにMGTI資格を得て学会が
認定登録した者の数は 310名に上る（図 1）．ただし
2020年 8月末現在，MGTI資格保有者は 238名となっ
ている．この 238名の職種別内訳を見てみると，歯科医
師会員が 184名（77.3％），歯科技工士会員が 54名
（22.6％）であった．JASD歯科技工士会員数は 128名
となっているので，42％の歯科技工士会員がMGTI資
格を取得している計算となる．まだまだ資格取得者が少
ないので，JASDとしてさらに歯科技工士の会員数を増
強するとともに，MGTI資格取得率の向上に向けた対策
措置を講じていく必要があると思っている．
　せっかくカスタムメイドで作るならと，凝ったカラー
リングやオリジナルのデザイン，ステッカー，チームロ
ゴ等の加工を希望するスポーツ選手は少なくない．もち
ろん競技規則のなかで色の指定や制限があり，カラフル
なマウスガード着用が許容されない種目もあることはあ
る．しかしそうでない場合，われわれ製作者サイドの技
術力や芸術性，美的センスが問われることになるわけ
で，それこそカスタムメイドの妙味であり面白いところ

でもある．
　そこで，学会では DTセミナーと称した，MGTI資格
を取得した歯科技工士等による技術講演会を学術大会期
間中に開催している．いわゆる歯科技工士による歯科技
工士のためのマウスガード専門技術向上セミナーの位置
づけであり，スライド講演による教授だけでなく，実演
デモを行いながらの技術解説やポイント指導なども行わ
れるため，例年参加者から好評をいただいている．ぜひ
一度，学術大会にも足を運んでいただき，DTセミナー
を覗いてみていただければと思う．
　持てる専門知識と技術を生かし，アスリートの歯・口
のみならず身体，パフォーマンスを支えることができる
マウスガードはやりがい，作りがいのあるオーラルアプ
ライアンスの一つであろう．それが故に，マウスガード
製作用の各種器材も年々進化し，最適な構造設計と加工
技術の改良，高機能化・高付加価値化といったさまざま
な観点からの調査研究も日進月歩である．とりわけデジ
タル化の波が急速に拡がる歯科界において，マウスガー
ドもその流れの真っただ中にあり，3Dプリントマウス
ガードの技術革新や器材開発が進んでいる（図 2）．
　ご承知の通り，昨年 12月に厚生労働省から「いわゆ
るマウスピース等の取り扱いについて」の全国通知が発
出されたところである（図 3）．これは経済産業省によ
るグレーゾーン解消制度のなかで確認が求められた「通
販サイト等を利用したスポーツマウスピース・ナイト
ガード製造販売事業システム」に対する厚生労働省医政
局歯科保健課としての回答1）のなかで，マウスピース等
を作成し患者に装着する行為は歯科医行為に該当し，マ
ウスピース等は歯科技工士法第 2条第 1項に規定する歯
科技工により作成されるべきものと明確に示されたこと
によるものである．

図 1　JASD学会認定資格登録者数の推移
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　また先ごろ，日本歯科医師会から発表された「2040

年を見据えた歯科ビジョン―令和における歯科医療の
姿―」2）においても，今後目指す 5つの柱のなかの一つ
として「多様なニーズに応え社会貢献を果たす」が提示
され，この柱実現のための具体的戦略の一つとして「ス
ポーツ歯科への取り組みの拡充」が盛り込まれたところ

である．その方向性として，スポーツ基本計画の下でス
ポーツ現場におけるマウスガードの普及を図ることや，
歯科から国民スポーツを下支えする観点からもコンタク
トスポーツを中心として，マウスガード装着をルール化
する競技種目の拡充のほか，スポーツ歯科の研究開発，
人材育成などに取り組んでいくことが明記された．

図 2　3Dプリントマウスガードの一例

図 3　いわゆるマウスピース等の取扱について

　歯科医療の用に供する補てつ物等については，通常，患者を直接診
療している病院又は診療所内において歯科医師又は歯科技工士（以下
「有資格者」という．）が作成するか，病院又は診療所の歯科医師から
委託を受けた歯科技工所において，歯科医師から交付された指示書に
基づき有資格者が作成しているところです．
　しかしながら，近年，歯科医師の診療を介さずに特定人に対するカ
スタムメイドのマウスピース等（以下「マウスピース等」という．）
を作成し，提供している事例が散見されています．
　マウスピース等の形態が不適切なものであった場合，歯列や咬合等
に影響を及ぼすことが想定されることから，マウスピース等を作成し
患者に装着する行為は，歯科医師の歯科医学的判断及び技術をもって
するのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある歯科医行為に該当
し，マウスピース等は歯科技工士法第 2 条第 1 項に規定する歯科技工
により作成されるべきであると考えられますので，周知の徹底を図ら
れるようお願いします．

医政歯発 1225第 4号
令和元年 12月 25日

各
都 　 道 　 府 　 県
保健所を設置する市
特　　　別　　　区

医務主管部（局）長

いわゆるマウスピース等の取り扱いについて

厚生労働省医政局歯科保健課長
 （ 公 印 省 略 ）  
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　こうしたことから今後，マウスガードを含めてスポー
ツ歯科医療に携わる歯科技工士の活躍の場はますます拡
がっていくことが予想されるので，学会としても引き続
きMGTI資格を有する専門歯科技工士の養成と活用を
強力に推進していくとともに，関係各方面との協働に向
けた努力を鋭意重ねていく所存である．

文　　　献

 1） 厚生労働省：グレーゾーン解消制度への申請案件「イ
ンターネット通販を活用したマウスピース等製作」に
対する確認の求めに対する回答の内容の公表．
https://www.mhlw.go.jp/content/000562198.pdf　（2019

年 10月 25日アクセス）
 2） 日本歯科医師会：2040年を見据えた歯科ビジョン―

令和における歯科医療の姿―． https://www.jda.or.jp/
dentist/vision/（2020年 10月 30日アクセス）
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顎顔面補綴領域の歯科技工と認定士制度

一般社団法人日本顎顔面補綴学会 理事
福岡歯科大学口腔医療センター

古賀　千尋

A．はじめに

　日本顎顔面補綴学会は，悪性腫瘍や先天疾患および外
傷などによって口腔や頰部，眼窩など顔面に認められる
組織欠損に対して治療を行う顎顔面補綴に関する学会で
ある．本学会は，1976年に第 1回の研究会が開催さ
れ，1984年からは歯科における学際的で専門性の高い
学会として活動を続けており，口腔顎顔面領域の欠損に
対して機能と形態を回復し，患者が快適な社会生活を送
れることを目的して，補綴科，口腔外科，形成再建外
科，摂食機能療法科，歯科技工士，歯科衛生士，言語聴
覚士など多くの分野の研究者達が参加している．これら
の専門家が専門領域の垣根を越えて連携し顎顔面補綴治
療の進歩発展を遂行するとともに，広く社会に啓発しな
がら患者さんの治療に貢献すべく日々努力している．本
学会の認定士は、認定言語聴覚士・認定歯科衛生士・認
定歯科技工士の 3つあり，顎顔面補綴学の専門的知識お
よび臨床技能を有する者を養成することにより医療水準
の向上を図り，国民の保健福祉の増進に寄与することを
目的として，2007年度からは認定医制度、2010年度か
らは認定士制度が施行されている．

B．顎顔面補綴とは

　顎顔面補綴とは，腫瘍や交通事故などの外傷，炎症，
先天奇形などが原因で，顔または顔周囲の骨や組織など
が失われた場合に特殊な装置（顎義歯，舌接触補助床，
軟口蓋挙上装置）を用いて，失われた組織や機能を回復
させる治療と技術である．これらの装置は，脳卒中や神
経疾患による発音や嚥下障害にも有効な場合がある．顎
顔面補綴の詳細を下記に示す．

1．顎義歯
　顎義歯は，腫瘍切除や先天性の問題のために生じた顎
骨の欠損を義歯により補塡する．上顎欠損の場合には，

口腔と鼻腔が交通するため義歯を用いて封鎖することで
機能回復を行う．下顎を失った場合には，移植を必要と
する場合が多いため歯槽提が複雑になる．また舌の運動
障害に対応した義歯が必要となる場合もある．さらに必
要に応じてインプラントを用いた治療も行う．

2．舌接触補助床
　舌接触補助床（PAP）は，舌の運動障害患者に装着
し，舌を口蓋に接触しやすくすることで発音や嚥下機能
を回復する．脳卒中や神経疾患にも適用可能である．

3．顔面補綴装置
　顔面補綴装置（エピテーゼ）とは，腫瘍切除や先天性
の問題が原因で欠損した顔面に対して，主にシリコーン
製の装置を装着して見た目の改善を図る．目，頰，鼻，
耳などがある．

4．軟口蓋挙上装置
　軟口蓋挙上装置（PLP）は，軟口蓋の動きが悪く
なっている患者に装着し，軟口蓋の動きの改善を図る．
脳卒中や神経疾患にも適用可能である．

5．スピーチエイド
　スピーチエイドは，手術や先天的に軟口蓋の一部を
失った患者に装着し，軟口蓋と鼻腔との閉鎖を助け，会
話を明瞭にする．さらに口から鼻へ食べ物が洩れるのを
防ぐ．

C．認定医，認定士の状況

　学会員は全体で約 560人おり，現在（2020年 11月時
点）での認定医は 86名，認定言語聴覚士 1名，認定歯
科衛生士 5名，認定歯科技工士 11名となっている．認
定医 86名に比べ認定歯科技工士は 11名と少なく，言語
聴覚士，歯科衛生士を含めた認定士全体でも 17名と少
ない．問題点としては，歯学部のある比較的大きな都市

シンポジウムⅡ 専門歯科技工士制度を考える
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に偏っており，認定医や認定士の存在しない県もある．
治療を受けるために遠方まで移動が必要な患者もおり，
絶対数が少ないことと偏りは大きな問題であると考え
る． 

D．日本顎顔面補綴学会認定歯科技工士の目的

　学会認定歯科技工士制度規則，第 1章総 則に目的が
記されている．その内容は，「顎顔面補綴学の専門的知
識及び技工技能を有する歯科技工士を養成することによ
り，医療水準の向上を図り，もって国民の保健福祉の増
進に寄与することを目的とする」とある．さらに前条の
目的を達成するために「日本顎顔面補綴学会は，顎顔面
補綴認定歯科技工士の制度を設け，認定歯科技工士制度
の実施に必要な事業を行い，認定歯科技工士は，顎顔面
補綴学領域における診断と治療のための高い歯科技工技
術を修得する」（日本顎顔面補綴学会ホームページより
引用　https://jamfp.sakura.ne.jp）． 

E．認定歯科技工士受験資格取得とその手順

　日本顎顔面補綴学会認定歯科技工士の資格取得には，
学術大会にてケースプレゼンテーションを行わなければ
ならない．内容は 3年以上経過した顎顔面補綴症例 2例
で，審査委員からの質疑応答を含め，内容が認定歯科技
工士にふさわしいかどうか判断され合否が決定する．さ
らに申請資格として，下記の条件を満たさなければなら
ない．
（1）日本国歯科技工士の免許を有すること．
（2） 認定歯科技工士申請時において，3年以上連続した

学会の会員歴を有すること．
（3） 第 4条の認定歯科技工士の各号に掲げる条件を満た

すこと．
第 4条
（1）学会会員であり，会費完納であること．
（2）学会学術大会に出席すること．
（3） 顎顔面補綴学に関連する研究活動に参加し発表を行

うこと . 

　申請資格の施行細則として，認定歯科技工士の基本的
条件としては，次の 1 号および 2 から 3 号いずれかを一
つ満たすものとする . 

（1） 日本顎顔面補綴学会が主催する学術大会等への出席
申請前年から 3 年間で 2 回以上 

（2）本学会での発表 1回以上（共同可）
（3）本学会誌での論文発表 1編以上（共著可） 
　以上の条件を満たし認定歯科技工士を希望する者は，
3月末日までに施行細則第 4条にある書類を学会事務局

に提出する．
　ケースプレゼンテーションに合格し，登録料とともに
申請を行うことで認定歯科技工士となることができる．

F．更新，終身認定歯科技工士

　認定歯科技工士の資格の更新に当たっては，5年間に
次の各号における単位から合計 10単位以上満たさなけ
ればならない．
（1） 本学術大会等への出席 1回 2単位（最低 1回以上必

須）
（2）本学会での発表 1回 3単位（共同可） 
（3）本学会誌での論文発表 1編 5単位（共著可） 
（4） 本教育研修会への出席 1回 2単位（最低 1回以上必

須）
　認定歯科技工士として 60歳を迎えたものは，全員終
身認定歯科技工士に移行することとし，以降更新の必要
はなく更新料は発生しない．ただし認定期間は退会まで
とし，退会とともに資格を失う（日本顎顔面補綴学会
ホームページより引用　https://jamfp.sakura.ne.jp）．

G．まとめ

　顎顔面補綴学会は，一般歯科に用いる歯科技工士の技
術を基礎とし，その技術を応用し歯科医師と協力して患
者の治療にあたる．それはまさにチーム医療であり，医
師，歯科医師，歯科技工士，看護師，歯科衛生士，言語
聴覚士がお互い協力し患者に対応することで QOLの向
上をはかることができる．
　特に歯科技工士の役割は大きく，歯科技工の知識や技
術に加え，顎顔面および鼻咽腔，咽頭喉頭の解剖や機能
に対する知識が必要となる．さらにそれらの知識をス
タッフ間で共有するコミュニケーション能力も必要であ
る．自分たちで製作した顎義歯やスピーチエイドなどの
装置を使用することにより，今まで咀嚼嚥下障害や発音
障害をもった患者が咀嚼や嚥下機能が改善したり，発音
が明瞭となり機能が回復する様子は感動的であり，仕事
のやりがいを感じるであろう．
　近年，医療の進歩によりエピテーゼの症例は減少傾向
にあるが，リハビリテーション医学の進歩により，その
他の装置の需要は増加すると思われる．
　本学会は，従来から顎顔面補綴に対して熱意をもって
取り組んでおられる会員が多く，学会会場でも議論が白
熱することも多い学会である．皆さんも一度学会に参加
され，顎顔面補綴に対する学会員の情熱を感じ，認定歯
科技工士を目指していただきたい．
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補綴歯科治療におけるモデルレス・フルデジタルワークフロー

昭和大学歯学部歯科補綴学講座

馬場　一美　　西山　弘崇

A．緒　　言

　デジタルテクノロジーを基盤とした歯科医療，いわゆ
るデジタル・デンティストリーは歯科界の発展の強力な
ドライビングフォースであり，歯科医療の構造，ワーク
フローを根底から変革しつつある．特に補綴歯科治療の
分野では CAD/CAMシステムや口腔内スキャナー（ Intra 

Oral Scanner； IOS）の普及により，従来，補綴装置製
作のために中心的な役割を担ってきた作業用模型でさえ
も，もはや必須ではなくなり，いわゆるモデルレスの
ワークフローが標準となる時代が到来しつつある．
　本稿では，まず補綴歯科治療におけるこうしたワーク
フローの変遷とその意義について概説し，最新のデジタ
ルワークフローを活用した症例を供覧する．引き続き，
今後の展開ついて考察する． 

B．ワークフローのパラダイムシフト

1．CAD/CAMの意義
　従来のロストワックス法を用いた補綴装置製作過程で

は，印象体に石膏を注入し作業用模型を製作するステッ
プから，咬合器装着，ワックスアップ，埋没，鋳造と
いった一連の作業が必要であった．
　CAD/CAMシステムの導入により，模型製作・咬合
器装着以降のステップがすべてデジタル化され（図
1），作業用模型のスキャニング後，ソフトウェア上で補
綴装置をデザインし，デザイン・データを加工機へと送
り，切削用ブロックあるいはディスクから補綴装置を削
り出すことが可能となり，技工ワークフローは著しく単
純化された．また，切削材料は厳密な規格で工業生産さ
れており，製作される補綴装置の材質も均一化された．

2．IOSとモノリシック・ジルコニアの開発
　印象採得に IOSを用いることで，弾性印象材料を使
用することなく支台歯の形態情報をデジタルデータとし
て保存することが可能になり，技工ワークフローのみな
らず臨床手技の一部もデジタル化された（図 1青色）．
当初用いられていた従来型ジルコニア（Tetragonal 

Zirconia Polycrystal： TZP）は機械的強度には優れるも
のの，光透過性が低いため審美領域へ適用する際にはレ
イヤリング陶材を築盛する必要があり，この作業を行う

シンポジウムⅢ モデルフリーのデジタルワークフロー

図 1　 IOSと CAD/CAMシステムによる歯冠補綴装置製作のワークフロー．IOS（青色）と高透光性あるいは超透光性
のマルチレイヤー・ジルコニアを用いれば（黄色），モデルレスワークフローでの歯冠補綴装置製作が可能となる．
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ために模型製作が必要であった（図 1緑色）．しかし，
高透光性あるいは超透光性かつグラデーションカラーを
有するマルチレイヤー・ジルコニアが次々と開発され，
これらのジルコニアを使用し，ステイニング技術を併用
すれば，審美領域においてもレイヤリング陶材を用い
ず，モノリシック（単一材料な）ジルコニア材料を用い
てフルカンツアのクラウンを製作できるようになった．
その結果，陶材築盛という技工ステップが不要となった
ばかりでなく，築盛を行うための作業用模型も不要とな
り，モデルレスのフルデジタルワークフローが実現され
た．（図 1黄色）．

C． モデルレス・フルデジタルワークフローの
インパクト

　モデルレス・フルデジタルワークフローでは，模型製
作が不要となり，3次元形態デジタルデータを歯科医師
ならびに歯科技工士が時間的・空間的制限を受けず保
存・共有・活用することが可能となる．以下にその具体
的なメリットを列挙する．
1．データ保存
・研究用模型・作業用模型製作が不要
・石膏模型に関連した破折等のトラブルがない
・ラボスキャナーを用いたスキャニングが不要
・模型を保存するスペースが不要
2．データ共有
・診療室から技工室へ印象体あるいは模型の送付が不要
・形態（印象）データをいつでも，どこからでも参照可能
・歯科医師・歯科技工士・患者間でのデータ共有が可能
3．データ活用
・さまざまなデータの統合活用が可能

・形態（印象）データ活用の自由度の飛躍的向上
　特に，3．データ活用は筆者らが日常臨床で有用性を
実感するところである．たとえば，日常臨床ではプロビ
ジョナル・レストレーションの形態を機能的・審美的な
視点から調整・仕上げ，その形態を最終補綴装置に反映
するが，従来型ジルコニアでレイヤリング陶材が必要な
アナログワークフローでは，この作業は技工士の技量に
委ねられていた．フルデジタルであればプロビジョナ
ル・レストレーションの形態をスキャンし，このデータ
を最終補綴装置のデザインに反映することが可能である
（図 2）．
　もちろん，抜歯が予定された歯の歯冠形態を抜歯後の
補綴装置の形態に反映することも同様に可能であり（症
例 1），クラウン脱離・紛失のような不測の事態でもデ
ジタルデータとして保存されていれば，再度，印象採得
を行うことなく新たにクラウンを製作することは可能で
ある．
　歯冠修復や固定性インプラントの領域のみならず可撤
性床義歯の製作においてもフルデジタル化への試みが報
告されている1～6）．
　部分床義歯のフレームワークの設計については，専用
の市販ソフトウェアを用いれば，鉛筆で設計線を描記す
る従来法と比較して明らかに合理的に行うことができる
（図 3）．また，少数歯欠損のような症例の場合には印象
採得，咬合採得から義歯製作までのすべての過程をデジ
タル・ワークフローで行うことも可能であり7），前述の
フルデジタルワークフローのメリットを享受できる．
　しかしながら，現状では個人トレーを用いて行われる
辺縁形成と同等の機能印象を IOSで行うことは難し
く，無歯顎や多数歯欠損症例については，顎間関係記録

図 2　 IOSを用いて採得した支台歯の形態データとプロビジョナル・レストレーションの形態デ
ータを重ね合わせることで，機能的・審美的な視点から調整・仕上げた形態を最終補綴装
置に反映することが可能となる．
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や人工歯排列位置の決定等をデジタル技術のみで行うこ
とはできない．これらについては今後の検討課題である．

D．臨床例

1．インプラントにおけるモデルレス・ワークフロー
患者：65歳，男性 

主訴：#25疼痛による咀嚼困難
診断：#25歯根破折
治療経過：
　#25の咀嚼時の疼痛を主訴に来院した．診査の結果，

#25歯根破折と診断し抜歯後の補綴処置としてインプラ
ント治療を行うこととなった（図 4）．IOSを用いて上
下顎の印象・咬合採得を行った後に #25を抜歯し，抜歯
窩の粘膜の治癒を待ってから同部位のみを追加スキャン
し初診時の STLデータを上書き保存した（図 5）．STL

データを 3Dソフトウェア（ implant studio, 3shape）に
インポートしバーチャルワックスアップを行い CTデー
タと統合，インプラント埋入シミュレーションとサージ
カルガイドの設計を行った（図 6）．3Dプリンターにて
製作したサージカルガイドを用いてインプラントの埋入
を行い，インプラント体にスキャンボディーを締結した
状態を IOSを用いて光学スキャンした．抜歯前の STL

データとインプラント埋入時の STLデータを重ね合わ
せ，免荷期間中にプロビジョナルレストレーションを製
作し，2次手術時に装着した（図 7）．エマージェンスプ
ロファイル形態をプロビジョナルレストレーションで調
整し，IOSを用いて最終印象を行った．抜歯前の STL

データ，粘膜面の STLデータおよびスキャンボディー
装着時の STLデータを参照し最終補綴装置を製作，装
着した（図 8）．最終補綴装置装着後の経過は良好であ
る．
　本症例のように，単独欠損をインプラント補綴する際
にはモデルレスのワークフローが可能であり，デジタル
ワークフローの利点を最大限活用することができる．し
かし，粘膜形態の印象は形態がプロビジョナルレスト
レーション撤去直後から変化すること，埋入深度が深い

図 3　 従来の部分床義歯フレームワーク製作における模型上でのサベイングや 2次元での
設計線の記入は煩雑であったが（左上），専用のソフトウェアを用いればこの作業
は著しく合理化される（右上，右下）．通常はこの CADデータからワックスパター
ンを 3D造形し，埋没・鋳造する．

図 4　 初診時のデンタルエックス線写真．#25歯根
破折と診断し抜歯後にインプラント治療をす
ることとなった．
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場合には撮影が困難であるなどの制限がある．今後はこ
の部位についてもプロビジョナルレストレーションの形
態をスキャンして上部構造のデザインに組み込むという
ワークフローが主流になるであろう．また，現状では複
数歯の欠損においては技工用アナログを用いたベリフィ
ケーションインデックスモデルの製作が必要であり，

IOSのさらなる精度向上が望まれる（図 9）．

2．部分床義歯におけるモデルレス・ワークフロー
患者：62歳，女性
主訴：#25疼痛による咀嚼困難
診断：#25歯根破折

図 5　 初診時に取得した IOSによるデジタルデータ（写真左）．抜歯後にそ
の部位のみ（赤丸部分）追加スキャンし，抜歯後のデジタルデータ
を取得した（写真右）．

図 6　 STLデータを 3Dソフトウェア（implant studio, 3shape）にインポートしバーチャルワック
スアップを行い CTデータと統合，インプラント埋入シミュレーションとサージカルガイド
の設計を行った（写真左）．サージカルガイドは 3Dプリンターを用いて製作した（写真右）．

図 7　 抜歯前の STLデータとインプラント埋入時の STLデータを残存歯をリファレンスに重ね合わせ，免荷期
間中にプロビジョナルレストレーションを製作し，2次手術時に装着した ．プロビジョナルレストレーシ
ョンには抜歯前の歯冠形態が反映されている．
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治療経過：
　#25-27ブリッジの咀嚼時の疼痛を主訴に来院した．
診査の結果，#25歯根破折のため同部位を抜歯，抜歯後
は部分床義歯で欠損補綴することとなった（図 10）．初
診時に IOSを用いて上下顎の印象・咬合採得を行っ
た．次に CADソフトウェア上で抜歯予定部位の歯とポ
ンティック部を削除した STLデータを用い即時義歯の

デザインを行った（図 11）．即時義歯はノンメタルクラ
スプデンチャーに準じた設計とし，義歯床部は PMMA

（Base, NextDent, Netherlands）を用いて 3Dプリン
ターにて製作し，クラスプ部および人工歯部は
polyetheretherketone（PEEK, EVONIK, Germany） と
硬質レジン（KZR-CAD HR A3, YAMAKIN, Japan）をそ
れぞれミリング加工により製作し，被着面処理後に各構

図 8　 抜歯前，粘膜面，スキャンボディー装着時の STLデータをすべて重ね合わせ，最終補綴装置を製作・装着
した．最終上部構造は術者による着脱が可能となるようにアクセスホールを有するジルコニアのカスタム
アバットメントとフルジルコニアクラウンをセメント合着し，スクリューリテイン型とした．

図 9　 欠損が複数歯におよぶ場合は，印象用コーピングを口腔内固定用常温重合レジンで
固定し（写真左），技工用アナログを用いたベリフィケーションインデックスモデ
ルの製作が必要である（写真右）．

図 10　 初診時の口腔内写真（写真左）とデンタルエックス線写真（写真右）．#25

歯根破折と診断し，即時義歯を製作することとなった．



58  日歯技工誌　第 42巻第 1号　2021

成要素を接着することで部分床義歯を完成した（図
12）．#25#26間でブリッジを切断し，#25を抜歯，即時
義歯を装着した（図 13）．
　抜歯窩の治癒後に，初診時の上顎 STLデータの
#25#26部のみトリミングした．支台歯に前処置を行
い，トリミングにより欠落した部位のみ追加スキャン

し，元のデータと統合した（図 14）．次に，この STL

データ上で義歯床部・フレームワーク・クラスプ・人工
歯部をデザイン，それぞれミリング加工にて製作した．
即時義歯同様，各パーツを接着し最終義歯を完成，装着
した（図 15）．義歯装着後のトラブルはなく良好に経過
している．

図 11　 IOSにて取得した抜歯前のデジ
タルデータを 3Dソフトウェア
（Free- for m,  3D SYSTEMS, 

U.S.A）にインポートし，抜歯
予定部位を削除した．

図 12　 部分床義歯の各構成要素の CAD/CAM製作．義歯床部は PMMA（Base, 

NextDent, Netherlands）を 3Dプリンターで，クラスプ部および人工歯部
は PEEK（PEEK, EVONIK, Germany）と硬質レジン（KZR-CAD HR A3, 

YAMAKIN）をそれぞれミリング加工により製作した．

図 13　 #25#26間でブリッジを切断した後に #25を抜歯し（写真左），即時義歯を装着した（写
真右）．
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　全部床義歯製作にデジタル技術を応用する試みは多く
報告されているが，現状モデルレス・フルデジタルワー
クフローの実現には至っていない．しかしながら，本症
例のような少数歯欠損症例においては，モデルレス・フ
ルデジタルワークフローにより可撤性床義歯を製作する
ことは可能である．

E．デジタル・デンティストリーの今後

　CAD/CAMクラウンの保険収載に代表されるよう
に，一般臨床においても日常的にデジタル・データが生
成され活用されるようになった．こうした診療の過程で
生成される 3次元形態デジタルデータは時間的・空間的
な制限なく保存できるため，これらをデータベース化し
長期的に保存し，後日，参照・活用することが可能であ
る．デジタル・レントゲンは診療録と統合された形で
データベース化され，多くの臨床家に有効活用されてい

る．補綴分野でもこうしたデータベースの構築・運用が
今後必要になると考えられる．
　疾患に罹患して初めて口腔内検査を行ったり印象採得
を行うといった従来のワークフローから一歩進み，正常
な口腔内の 3次元形態データを記録・保存し経年的に保
持し，これらのデータを参照に補綴診断を行う，また，
補綴介入が必要になった場合に補綴装置をデザインする
上で活用する，などといった活用ができれば治療効率は
飛躍的に向上する．また，補綴治療後の予後管理におい
ても補綴装置の形態データを保存しておけばこれらの
データを必要に応じて活用することが可能である．たと
えば，CAD/CAMクラウンのデザインデータをデータ
ベースに保持していれば，脱離して紛失したり破損した
場合の再製作・修理を容易に行うことができる．可撤性
義歯製作過程のフルデジタル化が進めば，仮に患者が義
歯を紛失したとしても新たに印象採得からはじまる煩雑
な臨床操作を繰り返すことなく，デジタル再製作するこ
とは容易である．超高齢社会に突入したわが国でそうし
た事例が増えることは想像に難くない．
　こういった治療のワークフローを著者らはデータベー
ス基盤型補綴治療とよび，今後の一つのデジタル・デン
ティストリーの大きな方向性として位置づけている8）．
その実現のためには本項で示したフルデジタルワークフ
ローの普及は必須である（図 16）．

　なお，本稿執筆にあたり開示すべき利益相反状態はない．
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CAD/CAM冠の製作精度について
―ロストワックス法との比較―

鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座

小川　　匠

A．はじめに

　CAD/CAM技術や医用画像工学といったデジタルデ
ンティストリーの発展は，インプラント治療や補綴治療
を含め歯科医療全体に大きな変化をもたらしている．こ
れらの技術革新の流れは，現在の臨床や教育においても
避けることはできず，変革が求められている．しかし，
補綴学の患者個々の機能および形態に即した補綴装置の
製作という目的は変わることはない．
　石原1）は補綴装置の生物学的要件として，形態および
機能の回復とその機能の長期的維持が重要であると述べ
ている．また，臨床的には松下の報告2）にもあるように
ロストワックス法におけるクラウンの咬合高さの目安は
200μm程度の誤差範囲であり，口腔内におけるクラウ
ンの咬合調整は 30μm以下で行うことが求められてい
る．したがって，新たなシステムで製作される CAD/
CAM冠などの補綴装置も同様の精度が求められる．
　鶴見大学歯学部附属病院では 2018年よりこれまで
行ってきた口腔外科の手術支援システムを中心に，補綴

装置を製作する CAD/CAMシステムを統合することで
さまざまな症例に対応できるデンタル・エンジニアリン
グ・センター（Tsurumi University Dental Hospital Dental 

Engineering Center：T-DEC）を設立した3～6）．T-DEC

では患者に安心安全な医療を提供するため，客観的指標
に基づく補綴装置の製作を行っており，模型スキャナー
や口腔内スキャナーの精度検証，CAD/CAMシステム
を用いた補綴装置の製作精度について研究を行ってきた．
　そこで今回，CAD/CAM冠における咬合高さについ
て松下のロストワックス法における検討をもとに比較し
たので紹介したい．ロストワックス法と CAD/CAM冠
製作過程（図 1）における 3Dスキャナーの精度および
製作した補綴装置の咬合高さについて検討した．

B．3Dスキャナーの精度

　補綴装置の精度に大きく影響する一要因としては，作
業用模型の再現精度があげられる．CAD/CAMシステ
ムの選定に際し，その 3Dスキャナーがどの程度の精度
を有しているかは大きな関心事のひとつであると考えら

シンポジウムⅢ モデルフリーのデジタルワークフロー

図 1　 ロストワックス法と CAD/CAM法を用いた補綴装置
の製作過程
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れる．一般に作業用模型の具備すべき条件は，1）支台
歯や歯列の形態，2）支台歯と歯列との位置関係，3）対
合歯との咬合関係，を正確に再現していることである．
つまり，補綴装置の精度を求めるには，作業用模型の特
性を考え，支台歯や歯列の再現性および歯列の位置関係
や上下歯列の咬合関係の再現について検討を加える必要
があった．
　そこで，歯列模型を対象とした模型スキャナーと口腔
内スキャナーの精度検証について検討した．CAD/CAM

システムではさまざまな工程があるが，他の工程の誤差
を除くため，純粋にスキャナーの精度7）を比較している．
　使用した模型スキャナーは D900 （3Shape），口腔内
スキャナーは CEREC Primescan（Dentsply Sirona），

CS3600（Carestream health），TRIOS3 （3Shape）であ
る（図 2）．球（10mm，JIS規格 18等級）を付着した上
下顎歯列模型を対象として，各種 3Dスキャナーを用い
て模型の計測を行い，3次元モデル（デジタル作業模
型）の各球間距離を測定することによって精度を算出し
た（図 3）．コントロールデータと各種 3Dスキャナー
の平均値の差（絶対誤差）を図 4に示す．模型スキャ
ナーと口腔内スキャナーを比較してみると，模型スキャ
ナーにおいてすべての部位で平均値および SD（バラツ
キ）が小さいことがわかる．また，すべての 3Dスキャ
ナーにおいてそれぞれ計測範囲の狭い歯や歯列の再現性
は高いが，顎間距離においては比較的再現性が低い傾向
が認められた．その傾向は口腔内スキャナーで強く，模

図 2　模型スキャナーおよび口腔内スキャナー
a：D900 （3Shape）b：CEREC Primescan（Dentsply Sirona）
c：CS3600（Carestream health）d：TRIOS3（3Shape）

図 3　球を付着した上下顎歯列模型と計測項目
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型スキャナーでは弱かった．
　T-DECに導入している機種は，模型スキャナーは
D900の後継機種である D2000，口腔内スキャナーは
TRIOS3である．本研究結果により明らかとなったス
キャン誤差は，最終的に加工して製作する補綴装置にも
影響する．しかし，この誤差を把握した上で補綴装置の
設計や加工におけるパラメータを調整することにより，
口腔内での調整が少ない補綴装置の製作が可能になると
考えている．

C． CAD/CAMシステムで製作した補綴装置の
咬合高さ

　CAD/CAMシステムは 3Dスキャンによってデジタル
作業用模型を取得し，その上で CADによるデジタル
ワックスアップ，NCデータの生成，CAMによる補綴
装置の切削加工によって補綴装置を製作している．上記
の研究によりスキャン工程における精度はおおよそ明ら

かとなった．しかし，CADによるデジタルワックス
アップ時の設定パラメータや加工機についてはメーカー
から公開されている情報も少なく，未だブラックボック
スであり製作精度が曖昧となっている．そのため，歯科
医師や歯科技工士の経験や技術により製作精度が補われ
ている現状があり，CAD/CAMによる補綴装置製作に
ついて学術的根拠に基づいた精度とそれらを制御するパ
ラメータを明らかにするため，クラウンの咬合高さを計
測する咬合器として「両側性マイクロメータ咬合器」の
開発を行い，製作した補綴装置の高さを計測している．
　一般に咬合器は構造上，上下歯列間で生じた高さの変
化が切歯指導釘と切歯指導版との距離で表現される（図
5）．そのため，同じ上下歯列間の高さの変化であって
も，補綴部位や歯列の大きさ等によって，その距離が異
なることから，純粋に垂直的な変化を計測することは困
難である．開発した両側性マイクロメータ咬合器は上弓
と下弓，左右両側のシリンダーで構成され，上弓が垂直
的に上下動可能である（図 6）．さらにマイクロメータ

図 4　コントロールデータと各種 3Dスキャナーの平均値の差（絶対誤差）

図 5　咬合器における切歯指導釘と切歯指導板との距離
a：0 mm  b：5mm
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が組み込まれ，高さを 1μmの精度で測定可能となって
いる．上弓と下弓間の距離は既存の咬合器と同様であ
り，マウンティングプレートで取り外しできるよう設計
した．
　対象部位は下顎左側第一大臼歯とし，補綴装置は従来
法（ロストワックス法）および，CAD/CAM法にて製
作したクラウンとした．従来法においては 3名の歯科医
療従事者（A・B・C）が通法に従い，金銀パラジウム
合金にて全部金属冠を製作した．CAD/CAM法におい
ては T-DECに導入している DWX-52DCi（Roland DG）
を用いて，ディスクもしくはブロック形状のハイブリッ
ド型コンポジットレジンを加工し，CAD/CAM冠を製
作した．その後，両側性マイクロメータ咬合器にて各ク
ラウンの咬合高さを計測した（図 7）．
　ロストワックス法で製作したクラウンは製作者の経験
年数によって咬合高さやそのバラツキは異なり，安定し
た咬合高さを有するクラウンの製作ができる製作者
（A）もいれば，歯列模型上で約 100～ 200μm程度高
くなってしまう製作者（C）も存在した（図 8）．DWX-
52DCi を用いた CAD/CAMシステムによって製作した

クラウンの咬合高さは約 100μmであり，バラツキは少
ない結果となり，ロストワックス法と比較して咬合の高
さは高いが安定したクラウンの製作が可能になると考え
られる．
　一般的な歯科用 CAD/CAMシステムは，機械やコン
ピュータを操作するため，精度がよく安定した補綴装置
を作り出すことができるイメージがある．しかし，必ず
しもそうとは限らず，今回の実験の結果，スキャン操作
では真値と比較し約 20～ 200μmの誤差が発生してお
り，CAD/CAMシステムによってクラウンを製作する
と歯列模型上で約 100μm高くなる．さらに一般に石膏
模型上で 0μmのクラウンを口腔内に装着すると約 100

μm程度（32～ 217μm，平均 111μm）高くなること
が報告されており2），実際の臨床においては 200～ 300

μm程度高くなる可能性がある．

D．おわりに

　今回紹介した 3Dスキャナーの精度や補綴装置の咬合
高さの結果はデジタルデンティストリーの現状を表して

図 6　両側性マイクロメータ咬合器の外観と構造

図 7　 両側性マイクロメータ咬合器を用いた全部金属冠
と CAD/CAM冠の咬合高さの計測

図 8　全部金属冠と CAD/CAM冠の咬合高さ
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おり，われわれは現在の CAD/CAMシステムが万能で
ないことを知っておかなければならない．しかし，経験
や実験を積み重ねていくことにより，この要因を明らか
にし，CADによるクラウン設計時のパラメータや加工
機のパラメータの調整により，この誤差を小さくできる
可能性は高いと思われる．
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サージカルガイドプレート調整についての一考察
○岡崎秀徳
有限会社ディエスケイ（中国・四国支部）
A study on surgical guide adjustment 
Okazaki H

【目的】近年サージカルガイドプレートによるガイド手術はごく一般的になってきたが，CAD/CAM の製作制限で歯
科医師の意図した埋入位置を再現できないケースや，再現できても施術中にステントが破折しトラブルになる場合が
あった．演者は，12 年以上ガイドオペにかかわり歯科医師の意図した位置への埋入をほぼ達成できるようになった
ので，その方法について報告する．

【材料と方法】歯科医師と同じ 3D プランニングソフトを用い歯科医師の希望する埋入位置と補綴装置の製作の可
否，インプラントスリーブの粘膜や骨への干渉などのステント製作および施術時のリスクを歯科医師と検討した上で
発注し，サージカルガイドプレートの破折や位置ずれを防ぐためインプラントスリーブに金属ワイヤーをレーザー溶
接機で溶接し光重合レジンを用いてサージカルステントを補強しスリーブを削合調整しておく．

【結果と考察】メーカーから届いたサージカルガイドプレートを症例に合わせて調整しておくことで施術時の難易度
が低くなり，骨造成を行うなどの付加手術が不要であればフラップレスでの埋入が実現でき低侵襲で安定した施術が
可能になった．

【結論】歯科技工士がインプラント治療の早い段階からかかわり，CAD/CAM だけではできない部分をアナログでス
テントを調整し改造することによって，歯科医師の意図した埋入が実現できるようになりインプラント治療の成功率
が高まった．

P－02  

Hotz 床後縁部形態の工夫により CPAP 療法が改善した 1 例
○河本匡弘1），黒田飛翔1），山本俊郎2），金村成智2）

1）京都府立医科大学附属病院歯科技工室，2）京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学
A case of CPAP therapy improved by modifying the shape of the posterior margin of a Hotz’s plate
Kawamoto T1），Kuroda A1），Yamamoto T2），Kanamura N2）

【目的】持続陽圧呼吸療法（以下，CPAP 療法）中の軟口蓋裂患児に Hotz 床の口縁部を延長，軟口蓋裂部を被覆
し，口腔内へのエアー漏れの改善を得られたので，その症例の概要と装置の製作方法について報告する .

【症例の概要】患者は 3 カ月男児，左心低形成症候群で入院中．上気道閉塞が認められ CPAP 管理を検討．年齢的に
経鼻での CPAP 療法となるが，鼻腔から気道に抜ける間に，軟口蓋裂部から口腔内にエアー漏れが生じ，圧がかか
らないため，裂部を覆う Hotz 床の作製依頼があった．
　作業用模型上で Hotz 床のワックスパターン形成を行い，印象時に軟口蓋裂部の印象採得が困難であることから口
腔内で試適．嘔吐反射の有無，裂部を覆えているかの確認を行い，問題のないことを確認し通法どおり Hotz 床の作
製を行った．装着後，鼻腔から口腔内へのエアー漏れを減少させることができた．

【結果と考察】今回，経鼻 CPAP 療法中の軟口蓋裂部からのエアー漏れ防止目的に，後縁部の形態を工夫した Hotz
床の製作を行い患児に装着をした．ワックスパターン形成時に口腔内において予め試適を行い床後縁形態を決定する
ことで，完成後に床後縁の調整を最小限に抑えることが可能であり，装着後，鼻腔から口腔内へのエアー漏れを減少
させる効果があったと考えられる．

【結論】上気道閉塞がある軟口蓋裂患児に対し，Hotz 床の床後縁を工夫することにより，CPAP 療法を行う場合の鼻
腔から口腔へのエアー漏れの減少が可能であると考えられた．

P－01  
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補綴装置への刻印に関する調査研究
○今井秀行1），市川裕美1），小泉寛恭2），高津匡樹1，3），石川功和4），小笠原明4）

1）日本大学歯学部附属歯科技工専門学校，2）日本大学歯学部歯科理工学講座，3）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅰ講座，4）東京都（関
東支部）
Literature research concerning denture marking 
Imai H1），Ichikawa H1），Koizumi H2），Takatsu M1，3），Ishikawa Y4），Ogasawara A4）

【目的】個人特定が困難な状況において，補綴装置への刻印は重要な役割を果たしており，様々な報告がある．本調
査は，補綴装置への刻印に関する文献を収集し，刻印の目的，方法，刻印内容について調査を行った．

【材料と方法】補綴装置への刻印に関する和文資料を，医中誌 Web を用いて収集を行った．
【結果と考察】補綴装置への刻印の目的は，認知症における身元確認，病院や老人福祉施設での義歯管理，大規模災
害，火災，事件，事故などにおける個人識別，補綴装置のトレーサビリティが挙げられる．可撤性補綴装置の刻印方
法は，印字したシートを義歯床用レジン中に埋入する方法，義歯に文字を刻み，アクリル系常温重合レジンを充塡す
る方法，金属製のプレートに刻印し義歯床用レジンに埋入する方法，金属床フレームのワックスパターンに印字した
エンボステープを貼りつけ鋳造し再現する方法等が行われている．全部金属冠の場合，レーザーで刻印する方法や，
前装冠の場合は前装材表面に文字を刻印し，ステイン材で着色する方法等が行われている．補綴装置に刻印する内容
は，名前，性別，国際電話コード，二次元コードなどがある．火災や航空機事故においては，金属性の刻印を施した
補綴装置が検討され，病院や老人福祉施設においては，所有者の特定が容易な名前の刻印が推奨される．

【結論】個人情報を保護する方法，医療機器として承認を受けた材料の選択等，今後も検証が必要である．

P－04  

今後の歯科医療における歯科技工士について ―女性歯科技工士が活躍できる労働環境の一考察―
○岡田香織1），西崎　宏2），都賀谷紀宏2）

1）大阪歯科大学大学院医療保健学研究科 2 年，2）大阪歯科大学口腔工学
Dental technicians in the future of dentistry ―A study of the working environment in which female dental 
technicians can play an active role―
Okada K1）， Nishizaki H2），Togaya T2）

【目的】歯科技工士就業数の減少は周知の通りである．就業促進定着をはかる一手段として女性歯科技工士が活躍す
ることのできる職場環境・就業条件の整備が有効ではないかと考え，考察を行った．

【材料と方法】厚生労働省が実施している国家統計調査の結果，日本歯科技工士会が実施している歯科技工実態調査
結果および全国歯科技工士学校統計調査の結果を用い，分析を行った．

【結果と考察】全国の歯科技工士養成校は，1995 年に比べ 2019 年では 25 校減り 47 校であった．一方，全入学生の
うちの女性入学生の割合は，微増傾向にあり，2016 年には男女比が逆転した．就業歯科技工士数についてみてみる
と，微減傾向である．一方，女性就業歯科技工士数が占める割合は，微増していた．歯科技工士の求人件数は，大幅
な増加がみられる．歯科技工士全体の就業環境では，離業・転職意向理由として “ 雇用条件 ” を上げる者が，31.4％
と増加傾向であった．今後歯科技工士老年層の退職により，歯科技工士全体の需要はより高まることが予測され，増
加傾向にある女性歯科技工士の活用が必須となる．現状就業状態の改善に加え，女性歯科技工士には，育児や介護な
どの負荷がかかっている現実もあり，今後の歯科技工界を考えるうえで，女性歯科技工士が活躍し，資格を活かせる
就業環境の構築が重要と考察する．

【結論】女性歯科技工士が生涯を通じ資格を活かすことのできる就業環境を検討することが課題であると考えられる．

P－03  
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マルチレイヤージルコニアを用いて上顎前歯部の審美不良を改善した一症例：症例
報告
◯猪脵慧矩1），佐藤　翠1），小峰　太2），松村英雄2）

1）日本大学歯学部付属歯科病院歯科技工室，2）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座
Esthetic improvement of a maxillary anterior tooth using a multi-layered zirconia framework: A case report
Inomata Y1），Sato A1），Komine F2），Matsumura H2）

【目的】上顎前歯部の審美不良に対して，機械的強度と光透過性に優れたマルチレイヤータイプジルコニアを用い
て，審美性の改善を行った症例を報告する．

【症例の概要】上顎右側中切歯に陶材前装ジルコニアクラウンが装着されていたが，患者は審美不良を主訴として来
院した．診断の結果，ジルコニアセラミッククラウンによる再治療を行うこととした．支台歯形成および精密印象採
得後，CAD ソフトウェア（D2000，3shape）にて歯冠形態を設計した．前方滑走運動時のガイドとなり，前装陶材
破折のリスクが高いことが予想されたため，切縁部まで前装陶材をサポートする形態のジルコニアフレームをマルチ
レイヤータイプジルコニア（ZR ルーセントスープラ，松風）を用いて製作した．前装用陶材（イニシャル Zr-Fs，
GC）で積層築盛するレイヤリング法にて製作した．クラウンは，レジン系装着材料（SA ルーティングプラス，ク
ラレノリタケデンタル）を用いて装着した．

【結果と考察】前装陶材の破折防止のため切縁部までサポート形態を付与したジルコニアフレームを製作し，強度の
向上を図った．サポート形態により，切縁部の透明性と明度の低下が予想されたが，装着後 3 カ月経過時では，前装
陶材の破折も生じず，審美性の改善がなされ，患者の満足いく結果が得られた．

【結論】切縁部までサポート形態を付与したマルチレイヤータイプジルコニアクラウンは，審美性および強度の面に
おいて良好な臨床結果が確認された．
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Frugal technology による顎顔面補綴装置製作支援
○峯　裕一1），田地　豪2），村山　長1）

1）広島大学大学院医系科学研究科歯学分野医療システム工学，2）広島大学大学院医系科学研究科歯学分野口腔生物工学
A support system for fabricating maxillofacial prostheses with frugal technologies
Mine Y1），Taji T2），Murayama T1）

【目的】顎顔面補綴装置（以下，エピテーゼ）は，人体の一部に欠損が生じた症例に対し，人工物を用いて形態的・
審美的な修復を行う治療法の一つである．わが国はもちろんのこと，リソースの限られた国々においてもその需要は
高く，技術者の養成が期待されている．本研究では，スマートフォンのアプリケーションと人工知能を組み合わせ
る，Frugal technology によるエピテーゼの皮膚色再現手法を検討した．

【材料と方法】人工知能の手法として，Artificial neural network をベースとした Deep learning を採用した．医療用
シリコーンに異なる配合量の顔料（赤，黄，青，白）を混ぜ合わせ 52 の色見本を製作した．次に，スマートフォン
の測色計アプリケーション（ColorMeter RGB Colorimeter, White Marten UG）を用いて，各色見本を L*a*b* 表色
系で数値化し，顔料の配合量との関係を，構築したアルゴリズムに学習させた．

【結果と考察】被験者の皮膚色を測色計アプリケーションで測定し，得られた L*a*b* の値を構築したアルゴリズムに
入力することで，被験者の皮膚色を再現するための顔料の配合量を出力させた．出力された数値を用いて，シリコー
ンの内部着色を行った．製作したシリコーンと被験者の皮膚色との色差は，最も低い値で 4.2 であった． 

【結論】スマートフォンのアプリケーションと人工知能の組合せは，低廉かつ高機能なエピテーゼの皮膚色再現支援
システムとして応用が期待できると考えられた．
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神奈川歯科大学附属病院における歯冠補綴装置の使用材料の推移
○井上絵理香1，2），清宮一秀1，2），山谷勝彦1，2），星　憲幸3），木本克彦2，3）

1）神奈川歯科大学総合歯科学講座，2）神奈川歯科大学附属病院技工科，3）神奈川歯科大学口腔統合医療学講座補綴・インプラン
ト学分野
Changes in materials used for crown prostheses at Kanagawa Dental University Hospital
Inoue E1，2），Seimiya K1，2），Yamaya K1，2），Hoshi N3），Kimoto K2，3）

【目的】従来の歯冠補綴装置として主体であったメタル修復は，金属価格の高騰やアレルギーの面から使用を控える
傾向となっている．神奈川歯科大学附属病院においても材料使用の変化は，補綴装置の製作にも変化を与えている．
本研究では本学附属病院の歯冠補綴装置に使用した材料の変遷について調査したので報告する．

【材料と方法】2015 年 1 月～ 2020 年 3 月の本学附属病院における歯冠補綴装置の内訳を調査した．なお附属病院新
設に伴い管理システムが変更されているため 2017 年は調査から対象外とした．対象は成人において製作した歯冠補
綴装置とし，ポンティックも 1 歯と定め合計歯数 22,805 本を調査し，歯冠補綴装置に使用した材料の各年の推移を
比較検討した．

【結果および考察】保険診療における非メタル修復は 2015 年で 6.7％であったのに対し，2016 年では 9.6％，2018 年
では 10.8％，2019 年では 13.9％と増加傾向となった．これは 2017 年 12 月に保険適用として CAD/CAM 冠用レジン
が一部大臼歯に適応拡大されたことが要因であると考えられた．自費診療における非メタル修復は 2015 年で 59.6％
であったのに対し，2016 年では 71.2％，2018 年では 83.5％，2019 年では 91.7％と保険診療以上に顕著な増加傾向を
示した．近年，ジルコニアの改良により，審美性を含む補綴装置の選択肢として認知されたためと考えられた．

【結論】今後も金属を使用しない歯冠補綴装置の増加が考えられるため，歯科技工士もさらなる知識と技術習得の必
要性があると考えられる．
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上顎歯の大きさおよび位置と上顎歯列弓形態との関係
○中塚美智子1），藤田　暁1），樋口鎮央1），隈部俊二2），柿本和俊1）

1）大阪歯科大学医療保健学部，2）大阪歯科大学歯学部口腔解剖学講座
The relation between the size and location of maxillary teeth, and maxillary dental arch form
Nakatsuka M1），Fujita S1），Higuchi S1），Kumabe S2），Kakimoto K1）

【目的】歯列弓形態の決定にはさまざまな要因が絡むと考えられる．それらを明らかにするため，本研究では上顎歯
の大きさおよび位置と上顎歯列弓形態との関係について明らかにする．

【材料と方法】上顎歯列平行模型 396 組（咬合平面：下顎基底面から 30 mm，咬合状態での上下顎基底面間の距離：
60 mm）のうち，正常な歯列と咬合を備えた 62 組の上顎歯列弓を用いた．上顎歯列平行模型上の切歯切縁中点，犬
歯尖頭，小臼歯頰側咬頭頂，大臼歯近心頰側咬頭頂などを計測点とし，同名歯間距離や歯冠幅など計 22 の計測項目
を設定した．得られたデータについて相関分析を行った後，主成分分析を行って検討した．

【結果と考察】上顎両側中切歯間距離，各歯冠幅と歯列弓の長さの間に中程度の正の相関が認められた．また，上顎
両側中切歯間距離，上顎側切歯の歯冠幅，ならびに歯列弓の長さと上顎前歯部のなす角との間に中程度の負の相関を
認めた．一方，上顎両側中切歯間距離と犬歯以降の上顎同名歯間距離との間にはほぼ相関は認められなかった．ま
た，上顎中切歯歯冠幅と上顎大臼歯歯間距離との間にもほぼ相関は認められなかった．22 の計測項目は歯列弓の大
きさ，臼歯間距離，前歯部湾曲度合，側切歯間距離の 4 つの主成分に集約された．

【結論】上顎歯の大きさおよび位置は上顎の歯列弓の長さに何らかの影響を及ぼすが，臼歯列の幅にはあまり影響し
ない可能性がある．
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日本大学歯学部における科目等履修生制度に関する調査研究
○市川裕美1），戸木　新2），木内　香1），妹島利行3），髙津匡樹1，4），松村英雄1，5）

1）日本大学歯学部附属歯科技工専門学校，2）日本大学歯学部付属歯科病院，3）東京都済生会中央病院，4）日本大学歯学部歯科補綴
学第Ⅰ講座，5）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座
Research on a non-matriculated credit-based student course in Nihon University School of Dentistry
Ichikawa H1），Toki A2），Kiuchi K1），Sejima T3），Takatsu M1，4），Matsumura H1，5）

【目的】歯科技工士の学士号取得支援を目的とした，日本大学歯学部における科目等履修生制度の有用性や問題点に
ついて明らかにする．

【材料と方法】科目等履修生制度を活用し，学士申請に必要な単位を修得した日本大学歯学部附属歯科技工専門学校
卒業生を対象に，調査様式にてアンケートを行った．

【結果と考察】専修学校の専門課程または短期大学を卒業した者が学士の学位を取得するためには，62 単位以上を修
得しなければならない．最短で 2 年間での単位修得が可能だが，そのためにはほぼ毎日履修し，予習や復習を行わな
いと難しい．特に，歯科技工士は基礎分野の知識に乏しく，より専門的な授業内容を理解することが困難な科目も多
い．その一方で，歯科技工に関する知識と技術はすでに身についており，実習科目においては完成度の高い成果物や
技工装置を製作することができるという利点もある．また，もう一つの問題点として，学年を跨いで科目を選択する
ために，履修したい科目の時間が重複する場合が多々あるということである．短期間で履修を修了させるには，履修
科目の選択が重要となる．

【結論】科目等履修生制度を活用して学士を取得するためには，歯学分野の幅広い知識が必要となる．単位修得が比
較的容易な科目とそうでない科目に二極化される．また，履修したい科目の時間が重複する場合もあるため，履修科
目の選択が重要になると思われる．
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レジン系パターン材料の焼却挙動
○木内　香1），木内浩子1），今井秀行1），高津匡樹2），松村英雄1，3）

1）日本大学歯学部附属歯科技工専門学校，2）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅰ講座，3）日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座
Burn-out behavior of resin-based pattern materials
Kiuchi K1），Kiuchi H1），Imai H1），Takatsu M2），Matsumura H1，3）

【目的】レジン系パターン材料の昇温に伴う焼却挙動を観察し，石膏系埋没材の破壊を可及的に防止できる焼却スケ
ジュールを提示することを目的とした．

【材料と方法】レジン系パターン材料 5 種；キャストパターンレジン（ニッシン，CPR），ゼットパターン
（YAMAKIN，ZP），デュラレイⅡ（Reliance，DⅡ），パターンレジン XF（ジーシー，XF），Pi-Ku-Plast HP 36
（Bredent，PKP）を使用した．型枠にパターン材料を筆積みして同形に調製したものを試料とし，電気炉で 250℃
まで 7℃/min で昇温，250℃で 20 分間係留，250 ～ 700℃まで 5℃/min で昇温した．100 ～ 400℃までは 50℃間隔，
400 ～ 700℃までは 100℃間隔で，状態を観察した．

【結果と考察】CPR は 200℃で形が崩れ始め 250℃で大きく膨張し，D Ⅱは 250℃で反り返り始め，XF は 300℃で少
し反り返り 350℃で形が崩れ始め，PKP は 300℃で白斑が見られ 350℃で細かい泡が立ち始め，ZP は 350℃で小さく
縮み大きく反り返った．ZP を除いて 500℃でほぼ焼却が完了したが，ZP は 700℃で焼却が完了し，顕著な焼却残渣
が観察された．

【結論】本研究で評価した 5 種の材料は焼却挙動に相違が認められた．埋没材の破壊を防止するためには，パターン
材料ごとに適正な焼却スケジュールを設定することが重要であると考えられる．
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医療支援として 3D プリンターを用いたフェイスシールドの製作について
○榎本耕一，福田耕大，田村　聡，勇﨑真紀，本山靖治，松原　恒
東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科技工部
Making a face shield using a 3D printer for medical support
Enomoto K，Fukuda K，Tamura S，Yuzaki M，Motoyama Y，Matsubara H

【目的】新型コロナウイルスの感染拡大に伴い病院内の感染防護具の不足を補うため，3D プリンターを用いたフェ
イスシールドの製作について医療支援のひとつとして報告する．

【材料と方法】フェイスシールドのフレームとして，ASIGA 社が無償公開している STL データを利用し，医療現場
で使用中に透明フィルムが外れないよう突起部分の形状を修正する工夫を加えた．プリンターは Formlabs 社の
Form3 を使用し，材料のレジンは薬事承認済みであるモデル，ホワイト，グレー，SG，LTC の 5 種類，出力ピッチ
100μm で合計 300 個プリントし比較した．

【結果と考察】材料による違いとして，模型に使用されるモデル，ホワイト，グレーは，強度があり使用に耐えうる
ものであったがプリント時のサポートを太めにしないとプリントミスが発生した．ステントに使用される SG，LTC
は，フェイスシールドのフレームとしては少し脆さがあった．大量生産するためデータを 3 階層にして最大容積で出
力するとプリント範囲の辺縁が変形する現象も見られた．

【結論】3D プリンターの特性を生かしたフェイスシールドの製作は，当時の限られた資材の中で迅速に且つ最大限
の診療支援であった．材料工学的な観点や人の肌に触れる部分の仕上げ方は歯科技工士の得意分野であり，今後も歯
科技工士がものづくりを通じてチーム医療の一翼を担えるよう検討していきたい．
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下顎前方位型口腔内装置再製作のリスク要因は何か
○松田安弘1），田上直美2）

1）長崎大学病院中央技工室，2）長崎大学病院特殊歯科総合治療部
What are the risk factors leading to reconstruction of mandibular advancement splints?
Matsuda Y1），Tanoue N2）

【目的】睡眠時無呼吸症候群の患者に対し用いる下顎前方位型口腔内装置（MAS）の臨床評価は，製作法や修理法
の確立に有用である．本研究では，長崎大学病院において製作し機能させた MAS の経時的な変化について調査した
ので報告する．

【材料と方法】2015 年 6 月から 2018 年 9 月までに長崎大学病院で MAS を装着し，装着後に状態を確認できた男性
234 名，女性 84 名，平均年齢 58.5 歳の 318 装置を対象に調査した．
　調査項目は，性別，装着日の年齢，装置が新製か修理であったか，上下スプリントの連結方法とした．装置が再製
作となった原因については，下顎位の変更，コネクターの破損，床の破損，その他に分類した．データは，調査期間
内に装着した装置を電子カルテより検索し，装置ごとに調査項目について記録後，生存分析およびコックス比例ハ
ザード回帰分析を行った．

【結果と考察】対象となった装置は新製が 181 件，修理が 137 件であった．連結方法は，コネクターによる連結のシ
ングルで 220 件，ダブルで 80 件，レジン固定が 18 件であった．性別では，男性が女性に対し 1.95 倍のハザード比
を示した．シングルコネクターはダブルと比較し有意に破損しやすく，1.64 倍のハザード比であった．
　本研究は長崎大学病院臨床研究倫理委員会の承認を受けて実施された．（許可番号 19111813）
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ポリエーテルエーテルケトン（PEEK）と機能性モノマー含有プライマーの化学的
相互作用
○天道志保1），下江宰司2），平田伊佐雄3），大宅麻衣4），加来真人2）

1）広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻 4 年，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合健康科学部門生体構造・機能修
復学分野，3）広島大学医歯薬保健学研究院基礎生命科学部門生体材料学分野，4）広島大学病院診療支援部歯科部門
Chemical interaction between polyetheretherketone（PEEK）and a functional monomer-containing primer
Tendo S1），Shimoe S2），Hirata I3），Ohtaku M4），Kaku M2）

【目的】本研究では，PEEK の接着における機能性モノマー含有プライマーの化学的相互作用について検討した．
【材料と方法】直径 10 mm，厚さ 2.5 mm の円盤状に加工された PEEK を卓上半自動研磨機で研削した．プライマー
はアロイプライマー，スーパーボンド C&B，Visio.link，HC プライマーの 4 種類のプライマーを用意した．未処理
の PEEK 試料，各プライマーによる処理を行った PEEK 試料，Visio.link，または HC プライマーを塗布し光重合を
行ったもののほかに，未処理のジルコニア試料（直径 10 mm，厚さ 2.0 mm の円盤状）と Visio.link を塗布し光重合
を行ったジルコニア試料を実験の条件とし，表面処理後はアセトンで 3 回洗浄し，表面分析の直前までアセトン中で
保管した．試料表面の元素分析には X 線光電子分光分析装置を使用し，計測は 1 つの試料につき位置を変えて 2 箇
所ずつ行った．

【結果と考察】どのプライマーについても，プライマー処理のみの試料表面のピーク波形は未処理のピーク波形と大
きな差がなく，化学的な吸着を示さなかった．光重合を行った試料は光重合後に試料表面に新たな重合層を形成し，
処理前後のピーク波形は明らかに異なっていた．光重合による新たな重合層の形成はプライマーと試料表面との機械
的な嵌合を示すものであり，化学的吸着は示さないことが明らかとなった．

【結論】すべてのプライマーにおいて，プライマー処理のみでは PEEK 表面に吸着せず，光重合を行った試料は，試
料表面に新たな重合層が形成されていた．

P－14  

全部金属冠と CAD/CAM 冠の咬合高さの検討 ―経験年数と加工材料形状について―
○木原琢也1），井川知子1），伊原啓祐2），重田優子1），重本修伺1），小川　匠1）

1）鶴見大学歯学部クラウンブリッジ補綴学講座，2）鶴見大学歯学部歯科技工研修科
Investigation of the vertical height of full cast crowns and CAD/CAM crowns ―Years of experience and 
material shapes―
Kihara T1），Ikawa T1），Ihara K2），Shigeta Y1），Shigemoto S1），Ogawa T1）

【目的】近年，CAD/CAM が歯科医療に普及し，様々な補綴装置の製作が行われている．しかし，従来の技工と比較
すると上下歯列の咬合関係の再現性に劣るのが現状である．そこで，本学で開発した 1μm の精度で咬合の高さを測
定可能な両側性マイクロメータ咬合器にて，全部金属冠と CAD/CAM 冠の咬合高さを計測し，製作者の経験年数お
よび加工材料形状の影響について検討した．

【材料と方法】対象部位は下顎第一大臼歯とした．全部金属冠は経験年数の異なる製作者 3 名（経験年数 1 年・10
年・20 年）がロストワックス法にて製作した．CAD/CAM 冠はブロック形状とディスク形状のハイブリッド型コン
ポジットレジンを加工して製作した．両側性マイクロメータ咬合器を用いて全部金属冠と CAD/CAM 冠の咬合高さ
を計測した．

【結果と考察】全部金属冠の咬合高さは平均－58 ～ 139μm であり，経験年数が長くなるほど咬合高さは低く標準偏
差は小さい結果となった．CAD/CAM 冠の咬合高さは平均 130μm であり，ブロック形状の標準偏差はディスク形
状よりも小さい結果となった．

【結論】全部金属冠の咬合高さは製作者の経験年数に影響を受け，CAD/CAM 冠は加工材料形状に影響を受けること
が明らかとなった．CAD/CAM 冠の咬合高さは全部金属冠に比較して大きくなるが，安定した補綴装置の製作が可
能であることが明らかとなった．
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エレクトロパラトグラフィ（EPG）を用いた下顎枝矢状分割術前後における構音時
の舌と口蓋の接触状態の変化について
○梶川菜々子1），下江宰司2），加来真人2）

1）広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻 4 年，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合健康科学部門生体構造・機能修
復学分野
Tongue-palatal contact changes in mandibular prognathism patients after SSRO
Kajikawa N1），Shimoe S2），Kaku M2）

【目的】本研究は，骨格性下顎前突症患者の構音時における下顎枝矢状分割術前後での舌と口蓋の接触状態の変化に
ついて，エレクトロパラトグラフィ（EPG）を使用して検討することを目的とした．

【材料と方法】研究には，骨格性下顎前突症患者 8 名と正常咬合者 10 名が参加した．骨格性下顎前突症患者について
は，手術直前と手術後 3 か月の有声歯茎破裂音 /da/，無声歯茎硬口蓋破擦音 /ti/ 構音時における最大接触電極数の
平均値（WT 値）と Center of Gravity（COG）値について評価した．（広島大学疫学研究倫理審査委員会承認：第
E-476-2 号）

【結果と考察】/da/，/ti/ 構音時において手術前の WT は，正常咬合者群と比較して有意に小さく，手術後に正常咬
合者群と同等の値を示し，EPG パターンも正常な形に近づいた．COG 値は /da/ 構音時において手術前は正常咬合
群と比較して有意に小さく，手術後に正常群と同等の値を示した．手術前の /ti/ 構音時の WT 値は正常咬合者群と
比較して有意に大きかったが，術後に正常群とに有意差は認められなかった．

【結論】下顎枝矢状分割術によって咬合の改善だけではなく，/da/ や /ti/ 構音時の舌と口蓋の接触状態も改善を認め
た．これらのことから，顎矯正手術は咬合や顎顔面形態の改善のみならず，患者の構音機能の改善に有効であること
が示唆された．
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エレクトロパラトグラフィ（EPG）を用いた骨格性上顎前突症患者の顎矯正手術前
後における構音時の舌と口蓋の接触状態の変化について
○中本羽純1），梶川菜々子1），下江宰司2），加来真人2）

1）広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻 4 年，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院統合健康科学部門生体構造・機能修
復学分野
Tongue-palatal contact changes in maxillary prognathism patients after orthognathic surgery
Nakamoto H1），Kajikawa N1），Shimoe S2），Kaku M2）

【目的】本研究は，骨格性上顎前突症患者に対する顎矯正手術が構音機能にどのような変化を及ぼすかについて検討
を行った．

【材料と方法】被験者には骨格性上顎前突症患者 8 名と正常咬合者 10 名を用いた．骨格性上顎前突症患者について
は，手術直前と手術後 3 カ月の有声歯茎破裂音 /da/，無声歯茎硬口蓋破擦音 /ti/ 構音時における最大接触電極数の
平均値（WT 値）と Center of Gravity（COG）値について評価した．（広島大学疫学研究倫理審査委員会承認：第
E-476-2 号）

【結果と考察】/da/ 構音時において WT，および COG 値は手術前後でほとんど変化は認められず，EPG パターンは
正常咬合者の構音のパターンに類似していた．一方，/ti/ 構音時の WT については最大接触フレーム，および解放
フレーム両者において手術前では正常咬合者よりも有意に大きく，手術後に小さい値を示した．また，手術前の
COG 値は正常咬合者と比較して有意に小さく，顎矯正手術により増加することが示された．

【結論】上顎前突症患者においては，/da/ 構音時の舌と口蓋の接触状態は正常咬合者と比較して差は認められなかっ
たが，/ti/ 構音時については，顎矯正手術によって舌と口蓋の接触状態の改善を認めた．これらのことから，骨格性
上顎前突症患者において顎矯正手術は有声歯茎破裂音の構音改善に有効であることが示唆された．
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上顎臨床模型の各部計測から得られた報告（第 2 報）
○長野　稔
大分県歯科技術専門学校 歯科技工科
Report on the results of the measuring of each part of maxillary clinical models（Second report）
Nagano M

【目的】総義歯補綴において，理想的な排列をするためには形態的特徴を把握していなければならない．そこで，有
歯顎での各部の計測値間での相関関係について検証し第一報において報告した．今回，無歯顎での統計学的ランド
マークに関する文献的考察を行い，無歯顎の顎堤の形態的特徴と天然歯列での解剖学的位置との関連性で若干の知見
を得たので報告する．

【材料と方法】有歯顎模型と顔面の各部間距離の計測値での平均値，最大値，最小値，標準偏差値，変動係数を求
め，ピアソンの積率相関係数（r）を用い，相関係数の有意性の検定を行い，無歯顎でのランドマークに関する研究
論文「無歯顎の顎堤の形態的特徴」の中で報告されている無歯顎の顎堤の計測値と比較評価を行った．

【結果と考察】有歯顎での左右第二大臼歯遠心舌側歯頸部間幅径と左右第一大臼歯近心舌側咬頭頂間幅径，鼻翼幅径
と左右第一大臼歯舌側咬頭間幅径で高い正の相関を示した．また，無歯顎の顎堤での犬歯部歯槽頂間幅径と上顎第一
大臼歯部歯糟頂間幅径は有意の相関関係にあったことから，鼻翼幅径が，無歯顎の人工歯排列での前歯部のみならず
臼歯部での幅径の指標になると考察する．

【結論】無歯顎と天然歯列での解剖学的位置との関連性を明らかにしたことで，顎堤の形態的特徴を理解できるとと
もに，補綴臨床における総義歯の人工歯排列での指標になるといえる．
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オゾン水が義歯床用アクリルレジンの表面粗さと光沢度について与える影響
○小林　会
日本歯科大学東京短期大学専攻科
Effect of ozone water on denture base acrylic resin
Kobayashi K

【目的】オゾンはフッ素に次いで強い酸化力を有し，細菌の細胞壁や細胞膜を破壊することで強力な殺菌効力を発揮
する．本研究の目的は，オゾン水の高い殺菌力を義歯床用レジン洗浄剤として使用した際の表面粗さと光沢度に及ぼ
す影響を明らかにすることである．

【材料と方法】義歯床用レジンにされる常温重合アクリルレジン（パラプレスバリオ）を用い，通法に従い試料片
（n ＝ 3）を製作した．浸漬液として，オゾンバスターにて生成したオゾン水，一般に使用されている義歯洗浄剤と
してポリデントとピカ，コントロールとして水道水を準備した．試料浸漬前後に表面粗さと光沢度を計測し，浸漬前
後の変化と浸漬液の影響を一元配置分散分析（α＜ 0.05）にて比較・検討した．

【結果と考察】表面粗さは，各浸漬液への浸漬前後と浸漬液においては影響がなかった．光沢度については，各浸漬
液での影響は認められなかったが，オゾン水の浸漬前後の変化は，ポリデントと水道水より大きく低下していた．オ
ゾン水による光沢度低下の原因としては，オゾンによる酸化分解が表面へ作用したためではないかと考える．

【結論】アクリルレジンの洗浄にオゾン水を使用しても表面粗さへの影響は認めらなかったが，光沢度は低下するこ
とが明らかになった．このことから，オゾン水をアクリルレジンの洗浄剤として使用する場合は，濃度や使用頻度な
どを十分に考慮する必要がある．
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ジルコニアと義歯床用レジンの接着におけるアルミナブラスト処理の噴射圧の影響
○中村友泉1），下江宰司2），加来真人2）

1）広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻 4 年，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院総合健康科学部門生体構造・機能修
復学分野
Effect of injection of alumina blast treatment on adhesion of zirconia and resin for denture base
Nakamura Y1），Shimoe S2），Kaku M2）

【目的】CAD/CAM の急速な普及により，ジルコニアは補綴装置へ応用される機会が増えてきた．補綴装置を作製す
るにあたり，歯肉部にも審美的な面で義歯床用レジンを使用することもある．そこでジルコニアと義歯床用レジンと
の接着におけるアルミナブラスト処理の噴射圧の影響を検討してみた．

【材料と方法】試料はイットリア系ジルコニア（Y-TZP，東ソー）を用い，100 個用意した．まず試料表面を無処
理，0.1 MPa，0.2 MPa，0.3 MPa，0.4 MPa の噴射圧でアルミナブラスト処理を施した．処理後，プライマー

（AlloyPrimer）をすべてのジルコニア表面に塗布し義歯床用レジン（パラエクスプレスウルトラ）を練和させて流
し込み，重合した．各条件の半分は水中熱サイクルを行い，せん断試験を行った．せん断試験後のジルコニアの破断
面を観察後，破壊形式の分類，SEM 画像により表面の観察を行った．

【結果と考察】熱サイクル 0 回では，アルミナブラスト処理したものは処理なしと比べ有意に高い値を示したが，噴
射圧による差はみられなかった．サイクル後は熱サイクル前に比べ接着強さは低下し，処理なしと差がみられなかっ
た．義歯床用レジンの吸水性と熱膨張率の高さが影響しているものと推察された．

【結論】熱サイクル前ではアルミナブラスト処理において接着強さの改善がみられたが噴射圧の違いによって接着強
さに差はみられず，熱サイクル後は無処理，処理後すべてにおいて接着強さは低くなった．また，すべての試料の破
断面は界面剥離であった．
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PEEK と歯冠用コンポジットレジンの接着におけるレーザー溝加工の影響
○肥後桃代1），下江宰司2），岩畔将吾3），加来真人2）

1）広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻 4 年，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院総合健康科学部門生体構造・機能修
復学分野，3）広島大学病院診療支援部歯科部門
Effect of laser groove processing on resin composite bonding to PEEK
Higo M1），Shimoe S2），Iwaguro S3），Kaku M2）

【目的】本研究では，PEEK と歯冠用コンポジットレジンの接着におけるレーザーによる微細維持溝加工処理の有効
性を，他の機械的表面処理と比較検討することを目的とした．

【材料と方法】試料は直径 10 mm，厚さ 3.0 mm の円盤状の PEEK を用いた．試料表面を 600 番の耐水研磨紙にて研
磨後，機械的表面処理を行った．表面処理の条件は 1. 無処理，2. アルミナブラスト，3. 濃硫酸，4. レーザー加工の 4
条件とした．その後，直径 5 mm の穴をあけた両面テープを貼り付け，接着面積を規定し，すべての試料にプライ
マー（Visio.link）を塗布，次にファンデーションオペーク，オペークの順に塗布し，メーカーの指定に従いそれぞ
れ光重合させた．内径 6 mm の真鍮リングでボクシングを行った後，リング内にデンチンを築盛し，最終重合を
行った．最終重合後の試料は 1 時間室温に放置したのち，37℃の恒温器内で 24 時間水中浸漬させ，各条件の半数ず
つ水中熱サイクル（4℃～60℃に各 1 分間浸漬）を 0 回，20,000 回負荷後，せん断接着強さを測定した．

【結果と考察】熱サイクルの有無にかかわらず，レーザー加工群が他の表面処理群と比較して有意に高い接着強さを
示した（p ＜ 0.05）．熱サイクル前後の比較では，レーザー加工群のみが熱サイクル後に有意に高い接着強さを示し
た（p ＜ 0.05）．

【結論】PEEK と歯冠用コンポジットレジンの接着において，表面処理群はコントロール群に比べ高い値を示し，そ
の中でもレーザーによる微細溝加工が有意に高い値を示した．
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表面滑沢材で処理された義歯床用レジンの耐久性評価について
○田村　唯1），下江宰司2），加来真人2）

1）広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻 4 年，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院総合健康科学部門生体構造・機能修
復学分野
Fatigue resistance of light-cured glazing agents applied to denture base acrylic resins
Tamura Y1），Shimoe S2），Kaku M2）

【目的】義歯床用レジンに表面滑沢材 4 種をそれぞれ塗布した試料に対して，熱サイクル試験と義歯洗浄剤への浸漬
試験を行い，その耐久性を評価することを目的とした．

【材料と方法】義歯床用レジンに耐水ペーパー（#600）を用い，3 × 1.5 × 1 cm の試料を 70 個作製した．試料に 4
種類の表面滑沢材（パラシール，レジングレーズ，ナノコートラボ，サーフィスコート）を塗布し，光重合した．そ
の後半分の試料に対して水中熱サイクルを行った．また，残りの試料を水道水 150 mL に義歯洗浄剤を入れた溶液

（20℃）に 4 週間浸漬した．各実験前後で試料の表面粗さと光沢度を測定した．
【結果と考察】熱サイクル後の表面粗さと光沢度において，滑沢材を塗布した 4 群間で有意差はなかった．義歯洗浄
剤への浸漬試験前後の表面粗さは，すべてのグループにおいて有意差がみられなかった．光沢度は負荷試験後に予想
と反して大きくなるものがあり，安定しなかった．レジン自体の変質と表面滑沢材の塗り筋による光の反射等が，影
響を与えた可能性が示唆された．本研究では熱サイクルを 20,000 回かけ試験したが，回数をさらに増加させること
で，表面滑沢材のレジン表面を滑沢にする効果について，さらに検討が進められると考える．コントロール群は耐水
ペーパーを用いて表面粗さを統一させたが，本来は手研磨によって試料を製作するのが望ましい．

【結論】義歯洗浄剤は，表面滑沢材を塗布した義歯床用レジンの表面粗さに影響を与えなかった．
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口腔内スキャナーを用いた光学印象についての文献調査
○新谷文那1），下江宰司2），加来真人2）

1）広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻 4 年，2）広島大学大学院医歯薬保健学研究院総合健康科学部門生体構造・機能修
復学分野
A review of the literature on optical impression using an intraoral scanner
Shintani M1），Shimoe S2），Kaku M2）

【目的】近年，光学印象採得法は口腔内スキャナーの進化・改良に伴いしだいに歯科医院で採用されつつある．本研
究では，文献調査により，口腔内スキャナーの印象採得における現状と課題を調査することを目的とした．

【材料と方法】Google scholar を利用して文献を検索した．検索にはキーワードに intraoral scanners を用いた．検索
して得られた文献をもとに次の分析を行った．（1）研究が行われた国，（2）研究に用いられた口腔内スキャナー，

（3）光学印象に及ぼす周囲光の影響，（4）光学印象と従来の印象採得との比較，（5）口腔内スキャナー間比較，（6）
光学印象のスキャン時の手順による影響，（7）1997 年から 2020 年までの文献数．

【結果と考察】Google Scholar を利用して，2020 年の関連文献を検索したところ，約 769 件の文献が見つかった．光
学印象のための口腔内スキャナーの研究は国内外で広く行われており，特にアメリカでの事例が多くみられた．研究
に用いられた口腔内スキャナーは，TRIOS が最も多く，次いで CEREC Omnicam，MEDIT i-500，CS3600 であっ
た．2010 年以降は文献数が増え続けており，2020 年に最も多く文献が発表されていた．

【結論】口腔内スキャナーを用いた光学印象は症例によっては臨床においても十分精度の高いものであるが，口腔内
スキャナーの操作者が使用するスキャナーの特性や適応，操作方法を正しく理解し，操作に習熟した上で用いること
が必要である．

P－21  
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PEEK と義歯床用レジンの接着における前処理の影響
○加藤　舞1），下江宰司2），加来真人2）

1）広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻 4 年，2）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
Effect of pretreatment on the adhesion of PEEK and denture base resins
Kato M1）, Shimoe S2）, Kaku M2）

【目的】本研究は PEEK と義歯床用レジンの接着について機械的な表面処理の観点から，より有効な表面処理を検討
し評価することを目的とした．

【材料と方法】試料は直径 10 mm，厚さ 3.0 mm の円盤状の PEEK（VESTAKEEP）を 80 個用いた．表面処理の条
件は 1. 無処理，2. アルミナブラスト，3. 硫酸，4. レーザーによる格子状の溝とした．表面処理後，全ての試料に
Visio.link プライマーを塗布し，60 秒間光重合した後，乾燥させた．その後真鍮リングでボクシングを行い，義歯床
用アクリルレジン（パラエクスプレスウルトラ）を流し込み，加圧重合器を用い 55℃，0.2 MPa で 30 分間重合し
た．各条件の半分の試料は熱サイクル後にせん断試験を行った．試験後統計学的分析を行い，SEM 画像により表面
の観察および破壊形式の分類を行った．

【結果と考察】熱サイクルの有無に関わらず，アルミナブラスト，硫酸，レーザーのグループが無処理のグループと
比較して有意に高い接着強さを示した．特にレーザーのグループが有意に高い接着強さを示した．また，せん断試験
後の破断面の破断様式の多くは混合破壊であったが，いくつかのグループで界面剝離が見られた．これらの接着不良
は，レジンの吸水と熱膨張率の差により，PEEK 表面で剝離したと考えられる．

【結論】本研究において，PEEK と義歯床用レジンの接着に有効な機械的表面処理はレーザーによる格子状の溝であ
ることが示唆された．また，アルミナブラストと硫酸は，レーザーと比較すると低い値であった．

P－23  
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有限要素解析によるジルコニアクラスプ形状の最適化

小泉　彩香1）　　下江　宰司2）　　彭　　子祐3）
 

岩畔　将吾4）　加来　真人2）

Zirconia clasp shape optimization by finite element analysis

KOIZUMI Ayaka1），SHIMOE Saiji2），PENG Tzu-Yu3）
 

IWAGURO Shogo4），KAKU Masato2）

　この研究はジルコニアクラスプの臨床応用を目的とし，さまざまな形状の強度と維持力を評価することである．
　まず 3次元 CAD設計ソフトウェアを用いて半円形状モデル 3種類と半楕円形状 3種類の計 6種類の 3次元解
析モデルを設計した．
　次に有限要素解析ソフトを用いて先端から 3 mmの部分を荷重点とし，変位量を想定した．変位 1.0，0.5，
0.25 mmにおける荷重とその応力分布を分析した．その結果，変位が大きくなるにつれて応力も大きくなり，破
折の可能性が高くなることから，3つの中で 1番破折しにくい変位は 0.25 mmであった．クラスプの形状の違い
による荷重については，先端が半楕円形の方が半円形に比べて少なかった．
　これらのことより，今回検討したジルコニアクラスプとして適切な形状は，アンダーカット 0.25 mmまたは
0.5 mmでベースの幅 2.4 mm・厚み 0.8 mm，先端の幅 1.2 mm・厚み 0.4 mmの半楕円形であることが示唆され
た．

キーワード：ジルコニア，クラスプ，有限要素解析，部分床義歯

　The purpose of this study was to evaluate the strength and maintenance of various shapes for clinical application 

of zirconia clasps. First, we designed six types of 3D analysis models, including three semi-circular models and 

three semi-elliptical shapes, using 3D CAD design software. Next, an undercut was assumed using finite element 

analysis software as the load point at the portion 3 mm from the tip. The load and its stress distribution at a dis-
placement of 1 mm, 0.5 mm, and 0.25 mm were analyzed.

　As a result, as the displacement increased, the stress also increased and the possibility of fracture increased,  the 

displacement （undercut） for which fracture was the most difficult among the three was 0.25 mm. The load due to 

the difference in the shape of the clasp was smaller in the semi-elliptical tip than in the semi-circular tip.

　These results suggest that the optimal shape for zirconia clasps is a semi-elliptical shape with an undercut of 0.25 

mm or 0.5 mm, a base width of 2.4 mm and thickness of 0.8 mm, and a tip width of 1.2 mm and thickness of 0.4 mm.

Key words：zirconia, clasp, FEA, partial denture

 A．緒　　言

　近年高齢化が進み，デンタル IQの向上により，全部

床義歯への需要が減り，部分床義歯の需要が高まること
が予想されている1）．歯の喪失は健康性，審美性を損な
う．歯の機能や審美性を回復させる方法として補綴物が
ある．歯の複数欠損について用いられる補綴物の一つで

1）広島大学医系科学研究科 総合健康科学専攻保健科学プログラム博士課程前期
2）広島大学医系科学研究科 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
3）台北医学大学口腔医学院 デジタル口腔科学研究センター
4）広島大学病院診療支援部歯科部門中央技工室
   2020年 8月 11日受付　　2020年 12月 3日受理
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ある部分床義歯は，多数の中間欠損や遊離端欠損などに
も適用でき，多くの需要がある．部分床義歯は人工歯，
義歯床，大連結子および義歯の支持・維持・把持に関与
する支台装置からなる．これまでの部分床義歯には安価
で強度の高い金属クラスプが使用されてきた2）．
　しかし，現在の歯科治療において審美性の高さが求め
られるようになってきており，金属色は特に前歯部で目
立ちやすく，審美性に問題があるとされている．また，
金属アレルギーの問題もあり，クラウンブリッジや義歯
用金属などに含まれる金属成分，特にニッケルやコバル
ト，クロムがアレルギー誘発成分となり，口腔内に悪影
響を及ぼすことが明らかになっている3，4）．これらのこ
とから金属に代わる歯科材料が注目され始めており，こ
れまでに金属クラスプに樹脂をコーティングするもの
や，非金属を用いたクラスプの作製など，アレルギーや
審美性の問題を回避するための研究が行われてきたが，
弾性や保持力などの問題から改善点が多く見つかった
5～8）．そこで近年歯科医療において注目されているジル
コニアを応用することを発想した．ジルコニアと性質の
似ているナノジルコニアによるクラスプは疲労試験にお
いてコバルトクロム合金と同等の最大変位を得られたこ
とから，義歯クラスプとしての使用が可能であるとされ
る9）．
　ジルコニアは高い強度と靭性をもち，変色しにくく目
立ちにくいことが特徴である．そして化学的安定性，生
体適合性もよくアレルギーの心配がないことが利点とさ
れており，金属材料に代わる歯科材料としてクラウンや
ブリッジに使用されている10）．ジルコニアは外部着色が
可能であり，審美性の要求を最大まで実現できるとされ
ている．また，CAD/CAMの普及により，ジルコニア
は切削，加工がしやすい材料であるという点で，歯科材
料として応用されている．ジルコニアクラスプは金属ク

ラスプと比較して安全性，満足度の観点から生活の質を
向上させることができると考えられる．
　しかしながら，ジルコニアは引張応力に弱く破折の危
険が生じ11），ジルコニア（Aadva Zirconiaディスク
ST，GC）の場合は曲げ強さ 1,200 MPaを超えると破折
する．クラスプアームの形状によって破折に至るまでの
荷重が異なるため，各形状のかかる応力を調べることで
破折しにくい形状を明らかにできると考えられてい
る12～13）．
　そこで，本研究では部分床義歯におけるジルコニアク
ラスプアームの形状を 6種類設定し，各変位における応
力分布と荷重を有限要素解析法を用いて分析し，最適な
形状を明らかにすることを目的とした．

B．研究方法

1．材料
　使用したソフトウェアは 3次元モデル作成ソフト
（ Sol id  Works，Dassaul t  Sys tèmes  So l idWorks 

Corporation，USA），有限要素解析ソフトウェア
（Autodesk Inventor，Autodesk，USA）で，分析に必要
な材料特性はジルコニア（Aadva Zirconiaディスク
ST，GC）の製造元から供給されたデータである弾性率
＝ 200 GPa，密度＝ 6.05 g/cm³，ポアソン比＝ 0.25を用
いた．図 1にモデルの模式図を示す．

2．方法
　まず前述の 3次元モデリングソフトウェア用いて幅
3 mm，長さ 10 mm，厚さ 2 mmの直方体である固定部
分を製作した．次にその先端が半円形，半楕円形状の 2

種類の形状のモデルを製作した．また厚みと幅は，半円
形状モデルはベースの幅 2 mm・厚み 1 mmとし，先端

図 1　モデルの模式図
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の幅 2 mm・厚み 1 mm（比率 1），先端の幅 1.5 mm・厚
み 0.75 mm（比率 0.75），先端の幅 1 mm・厚み 0.5 mm

（比率 0. 5）の 3種類とした．また，半楕円形状のモデ
ルはベース幅 2.4 mm・厚み 0.8 mmとし，先端の幅
2.4 mm・厚み 0.8 mm（比率 1），先端の幅 1.8 mm・厚
み 0.6 mm（比率 0.75），先端の幅 1.2 mm・厚み 0.4 mm

（比率 0. 5）とし，半円形状，半楕円形状各 3つ計 6種
類のモデルを作成した（表 1）．そしてそのモデルを前
述の有限要素解析ソフトを用いて解析した．各モデルの
固定部分を完全に固定し，荷重は従来のエーカースクラ
スプに集中してかかる位置を考慮し，先端から 3 mmの
部分とした14）．
　また，変位量は金属鋳造用クラスプとワイヤークラス
プのアンダーカットを参考とし，0.25，0.5，1.0 mmの
変位における荷重値を測定し，各荷重条件下での応力分
布を測定した．
　なお，本研究ではジルコニアの特性に近似するよう，
メーカー公表の数値を用いてジルコニアの材料特性を再
現して解析した．

C．結　　果

1．各条件における応力 
　各条件における応力は変位が大きくなるにつれて増加
した（表 2）．半円形における応力は，変位 0.25 mmで
235～397 MPa，変位 0.5 mmで 469～794 MPa，変位 1.0 

mmで 935～1,588 MPaであった．半楕円形における応
力は，変位 0.25 mmで 197～386 MPa，変位 0.5 mmで
393～773 MPa，変位 1.0 mmで 787～1,545 MPaであっ
た．
　形状による比較では半円形よりも半楕円形のほうが低
くなる傾向を示した．一方，テーパーによる比較では，
テーパーが大きいほど高い値を示した．
　また，変位 1.0 mmでは，半円形のテーパー 1.0およ
び 0.75，半楕円形のテーパー 1.0でジルコニアの強度
1,200 MPaを上回った．

2．各条件における維持力 
　変位量をアンダーカット量に想定し，その変位に要す
る荷重を維持力と考えると，クラスプの最低許容維持力
は 1.6 Nとされており15，16）これを下回るモデルは存在し
ないという結果だった．
　クラスプに適した維持力は 2.94 Nから 7.35 Nとされ
ている17）．変位 0.25 mmにおいて維持力が適正値内に
あるモデルは半円形比率 1.0，0.75，0.5，半楕円形比率
1.0，0.75のモデルで，全 6種類のモデル中 5つと一番
多い．次いで 0.5 mmにおけるモデルは半円形比率
0.5，半楕円形比率 0.75，0.5と，モデル 6つ中 3つと半
分が適正範囲内にあった．逆に 1.0 mmのものはすべて
維持力が過剰であるという結果になった（図 2）．
　図 3～ 5に有限要素解析による応力分布を示す．この
解析から形状にかかわらず，どのモデルも各変位におい
て比率が小さくなるにつれて応力の分散が確認された，
またアンダーカット（変位）にかかわらず応力分布に大
きな違いはみられなかった．最大応力点は比率が大きい

表 1　各モデルの寸法（単位はmm）
比率

（先端 /ベース）
ベース（Base） 先端（Tip）

幅（mm） 厚み（mm）幅（mm） 厚み（mm）

半円形
1 2 1 2 1

0.75 2 1 1.5 0.75

0.5 2 1 1 0.5

半楕円形
1 2.4 0.8 2.4 0.8

0.75 2.4 0.8 1.8 0.6

0.5 2.4 0.8 1.2 0.4

表 2　各比率，変位における応力（単位はMPa）
種類 /変位 0.25mm 0.5mm 1.0mm

半円形

①　比率
　1.0

397 794 1,588

②　比率
　  0.75

304 608 1,223

③　比率
　0.5

235 469 935

半楕円形

④　比率
　1.0

386 773 1,545

⑤　比率
　  0.75

241 483 967

⑥　比率
　0.5

197 393 787



81有限要素解析によるジルコニアクラスプ形状の最適化

ほど境界部分に近づいていた．

D．考　　察

　有限要素解析法は，数値解析手法の一つであり，解析
的に説くことが難しい微分方程式の近似解を数値的に得
る方法の 1つである．これを構造解析へ応用すること
で，コンピュータ上で作成された 3Dモデルを取込み複
雑に構成されるモデルの構造を単純な形状の集合体とな
るまで分割し，その構造を積み重ねて各部の応力や変形

を求めることができる9，18～20）．この方法は工学分野だけ
でなくさまざまな分野に応用されており，これまでにこ
の有限要素解析法を用いて金属以外の歯科材料について
研究が複数されてきた21，22）． 

1．比率について
　ベースの幅 2.4 mm・厚み 0.8 mmの半楕円形状にお
いてアンダーカット 1.0 mm・先端の幅 2.4 mm・厚み
0.8 mmで比率 1.0のモデルで応力 1,545 MPaであっ
た．尖端の幅 1.2 mm・厚み 0.4 mmで比率 0.5のモデル

図 3　変位 0.25mmにおける応力分布

図 2　 各変位における荷重を維持力としたときの各条件における維
持力

　グレーで示した帯状の範囲は維持力の適正範囲
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においての応力は 787 MPaと約 1/2という結果になっ
たため，比率がクラスプの破折に大きく関与することが
わかった．また，比率が大きいものほど引張最大主応力
が境界部のクラスプ上面にみられたことより，破折しや
すいのではないかとも考えられた．ナノジルコニアのク
ラスプ研究9）によると，比率 0.6のモデルが最も応力集
中が少なかったとされるが，ジルコニアの本研究におい
て最も応力集中が少ないモデルは比率 0.5であったた

図 4　変位 0.5mmにおける応力分布

図 5　変位 1.0mmにおける応力分布

め，比率を小さくするほど応力は分散するのではないか
と考えられる．しかし，比率を小さくすることで先端の
形状が鋭利になり，装着時に違和感があるのではないか
と考えられるため，比率と形状の 2点を考慮する必要が
ある．

2．形状について
　半円形状より半楕円形状の方が応力は少なく，荷重も
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少ないことからクラスプに適していると考えられる．こ
れは，半円形状よりも薄い形状である半楕円形状のほう
が応力は分散するためではないかと考えられる．0.5 mm

のアンダーカットではベースの幅 2 mm・厚み 1 mmの
半円形モデルで尖端の幅 1 mm・厚み 0.5 mm・比率 0.5

のモデル．ベースの幅 2.4 mm・厚み 0.8 mmの半楕円
形モデルで尖端の幅 1.8 mm・厚み 0.6 mm・比率 0.75

のモデルと，尖端の幅 1.2 mm・厚み 0.4 mm・比率 0.5

のモデルがクラスプに適した維持力である 2.94 Nから
7.35 Nの範囲内にあった．破折の可能性も低いことから
この 3つのモデルが一番適した形状ではないかと考えら
れる．一方でアンダーカット 1.0 mmにおいては破折の
可能性がきわめて高いという結果に至ったことから，ア
ンダーカットの深い症例には適さないと考えられる．

3．変位（アンダーカット）について
　変位（アンダーカット）の違いによる応力分布に大き
な変化はみられなかったことから，力のかかり方は変位
に依存しないことがわかった．
　今回の結果でジルコニアクラスプに 1.0 mmの変位を
もたらす荷重はベース幅 2 mm・厚さ 1 mm で尖端の
幅 2 mm・厚さ 1 mmの半円形モデルにおいて 23.5 Nで
あったが，ナノジルコニアは同じ形状のモデルで 25.2 N

± 0.06 Nという結果であったため9），クラスプに応用す
る際の維持力として考えるとジルコニアの方がアンダー
カット量に対して少ない維持力で機能を果たすことがで
きると推測される．これはジルコニアの方がヤング率が
えわずかながら小さいためではないかと考えられる．ま
た，ジルコニアはナノジルコニアと比較して透明度が高
く，審美性が高いため，よりクラスプに適していると考
えられる．また，コバルトクロム合金クラスプのアン
ダーカット 0.25 mmにおける維持力は 7.24 Nであると
されており23），ジルコニアクラスプの方が少ない維持力
で機能を果たすことができると考えられる．
　解析の結果からジルコニアクラスプは金属クラスプに
代わる審美性，アレルギー問題を解決することのできる
材料であり，アンダーカット量に応じて使用できるので
はないかと考えられる．
　今回の研究による結果でジルコニアの義歯クラスプへ
の応用の可能性が示唆されたが，臨床に適用するにはま
だ十分とはいえない．今後疲労試験，臨床試験を行うこ
とでさらに必要な情報を得ることが求められる．

E．結　　論

　1．維持力が 2.94 N～ 7.35 N内にあるモデルは変位量
が 0.25 mmで 6モデル中 5モデルと一番多く，次いで

0.5 mmであった．
　2．同じ比率同士を比較すると半円形状よりも半楕円
形状の方がかかる応力が少ない．
　3．破折を考えると変位量に関わらずベースの幅 2.4 

mm・厚み 0.8 mm，先端の幅 1.2mm・厚み 0.4mm・比
率 0.5の楕円形状が一番適している．
　さらに本実験のクラスプ形状では変位量から考えると
維持力も考慮し，アンダーカット量は 0.25 mmと 0.5 mm

が望ましい．
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臨床技工（技工術式）

オールセラミッククラウンをセメント固定式で 

インプラント上部構造体に応用する

今井　圭太

Application of all-ceramic crown to implant superstructure

IMAI Keita

　白川病院歯科では従来インプラント上部構造体は歯冠用コンポジットレジンを前装してきたが，装着時の光沢
が早期に失われることに不満を感じていた．オールセラミッククラウンを使用した場合光沢は持続すると予想し
たが，ジルコニアや二ケイ酸リチウムを主原料としたオールセラミッククラウンを使用する時はアクセスホール
を配したスクリュー固定法が通例である．しかし，診療室からは調整性、審美的問題からセメント固定法で作製
された上部構造体を要求された。そこで上部構造体はメンテナンスのためときどき取り外す必要があるが，取り
外し時の衝撃に耐うるように金属製内冠を介在させる方法にたどり着いた．

キーワード： インプラント上部構造体，コンポジットレジン，オールセラミッククラウン，二ケイ酸リチウム，
ジルコニア，セメント合着

A．緒　　言

　当科ではインプラント上部構造体の多くを歯冠用コン
ポジットレジン前装冠で作製してきた．しかし，経時的
変化，特に光沢は早期に喪失する．さらに臼歯部では，
割れる，欠けるなどのトラブルに見舞われることが多い
（図 1）．その頻度は天然歯根に施されたレジン前装冠よ
りはるかに多い．原因の一つはフィクスチャーと骨の間
に歯根膜の介在がなく，衝撃が緩衝されないためと考え
られる．
　そこで咬合面をメタルに置き換えると割れたり欠けた
りすることはほぼ解決するが（図 2），インプラント補
綴を希望する患者は審美的要求が高い場合が多く，臼歯
部の場合，外見上目立つ咬合面も歯冠色で回復されるこ
とを望まれる．そこで近年導入に至ったプレスセラミッ
クスを上部構造に応用し，審美性に対する要求に応えら
れないかと思うに至った．
　しかし，インプラント上部構造体はメンテナンスのた
めに取り外す必要があるためオールセラミッククラウン

を用いる場合はアクセスホールを配し，そこから固定し
ているスクリューを緩めて取り外すスクリュー固定式が
通法である（図 3）．セメント固定式では取り外し時の
衝撃に耐えられないためである．
　しかし診療室は，①前歯部ではアクセスホールが唇面
に位置することがあり，その場合そこをレジンで塞ぐこ
とは審美的に問題がある（図 4），②チェアサイドでの
調整に手間取る，等の理由でセメント固定式を希望して
いる．
　そこで当科の現行の設備と材料でできる方法を 2つ考
え，検討した．
　（1）複数個のオールセラミッククラウンを作製しメン
テナンスごとに破壊して取り外し新しいものを使用する
（図 5）．
　（2）アバットメント上に撤去用のピンホールを設けた
内冠を作製して，その上にオールセラミッククラウンを
作製しセメント合着する（図 6）．
　（1）の方法の場合，メンテナンスの撤去時に冠が割れ
てしまうことを前提に作業する．取り替える度に口腔内
での調整の手間が必要となり，余分な材料のコストも発

医療法人白水会白川病院歯科（東海・北信越支部）
2020年 3月 31日受付　　2020年 10月 26日受理
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生する．
　（2）の方法についてはハイブリッド型コンポジットレ
ジン前装冠を用いた場合とほぼ同じ工程で作製する．工
程は増えるが金属製内冠はアバットメントとの適合も良

好であり，メンテナンス後再装着時の調整は行わなくて
よい．
　検討の結果，当科では⑵の方法が妥当であると判断し
現在まで臨床応用している．

図 1　 コンポジットレジンを上部構造体
に用いた時の問題点

図 2　咬合面をメタルで回復 図 3　 スクリュー固定法とセメント固定
法

図 4　スクリュー固定法の問題点 図 5　 撤去時に破壊されるので複数作製
しメンテナンスごとに新しくする．

図 6　 内冠の舌側に設けた撤去用のピン
ホール

表 1　使用材料
種類 製品名 製造者 製造国 備考

上部構造部品 プラスチックコネクター ST EX42N 京セラ 症例 2

上部構造部品 プラスチックコネクター ST EX47N 京セラ 症例 1

上部構造部品 CRスクリュー EX42-3L 京セラ 症例 2

上部構造部品 CRスクリュー EX47-2L 京セラ 症例 1

鋳造用金合金 YP　GOLD　TYPEⅣ YAMAKIN 症例 2

鋳造用金合金 YP　GOLD　TYPEⅢ YAMAKIN 症例 1

歯科用パターンレジン ゼットパターン YAMAKIN

クリストバライト系埋没材 クリストヒートショック クエスト
技工用シリコーン印象材 ゼタラボ セルマック イタリア
歯科加圧形成用セラミックス イニシャル LiSiプレス　MT-A2 GC

歯科接着用レジンセメント パナビア V5 クラレノリタケ
歯科高温鋳造用埋没材 フォーミュラー 1 ウィップミックス 米国
ステイン材 IPSe.maxセラムシェード 1 Ivoclar リヒテンシュタイン
ステイン材 イニシャル IQラスターペースト GC

陶材焼付用金属処理液 ユニクリーン 松風
金属接着性プライマー メタルリンク 松風
マスキング材 Mr.マスキングゾル グンゼ産業
ブラスト用砂 ALUMINA50 B.S.Aサクライ
ブラスト用砂 GLASSBEADSノーマルタイプ　 B.S.Aサクライ
コンポジットレジン セラマージュ DUO 松風
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B．技工術式

1．症例 1
　【症例提示】50代，女性，左上第一小臼歯部欠損をイ
ンプラントにて回復する症例．第二小臼歯も欠損してい
るが 1歯分の幅に近いので第一小臼歯 1本とした POI  

EX47N（京セラ）を使用．
　【製作期間】2020年 5月～2020年 9月
　【使用材料】使用材料を表 1に示す．
　【製作方法】一次印象採得，二次印象採得，模型調
整，アバットメント作製までは従来のインプラント上部
構造体と同じである（図 7）．
　a．アバットメント作製
　当科ではカスタムアバットメントを主に用いている．
上部構造体製作用部品プラスチックコネクタ ST-EX47N

を軸に削合，ワックスアップで形態を与え（図 8～
10），TYPEⅢの金合金で鋳造する（図 11）．
　b．内冠作製
　カスタムアバットメント上に歯冠形態をワックスアッ
プし，カットバックして作製する．
　はじめにカスタムアバットメント上にパターンレジン
でキャップを作り（図 12）その上にワックスアップを
する（図 13）．パターンレジンとアバットメントの分離

はワックス分離材を薄く塗布して行っている．一度に
盛ってしまうと分離しにくいだけでなく収縮により少し
浮き上がるため，盛り上げ分離は 3回程度に分ける．厚
さは 0.3mm程度に調整する．パターンレジン製の
キャップの使用は，鋳造に必要な厚さの確保とワックス
単体のパターンに比べ作業時に緩くなるのを防止する効
果がある．辺縁は 1mm程度短くし，ワックスで回復す
る．
　歯冠形態を回復したワックスアップが完了した時点
（カットバック前）で外冠作製のシリコンコアを採得す
る（図 14）．その後カットバックし内冠のパターンとす
る．舌側には撤去時に必要なピンホールを付与する．ピ
ンホールは直径 1mm程度．フィッシャーバー等を使用
しハンドピースは使用せず手指で穿孔する（図 15，
16）．
　内冠ワックスアップ後，埋没鋳造作業に移る．加圧埋
没機を使用し，昇温は通常（ヒートショックは行わな
い）．金属になった内冠の適合を確認した後、厚さの確
認調整（松風カーボランダムポイント 35番），ディープ
シャンファー形態に仕上げたマージン部分のメタル調整
（エメスコカーバイドバー＃ 5），中仕上げ程度まで研磨
をする（エデンタ EDポイントビックタイプ，セレック
テクノポリッシャー 2301）（図 17）．その後スチーム洗
浄，50μアルミナでサンドブラストしメタルプライマー

図 7　アバットメント製作工程 図 8　 プラスチックコネクタを使用しカ
スタムアバットメントを作製

図 9　 プラスチックコネクタを使用しカ
スタムアバットメントを作製

図 10　 プラスチックコネクタを使用し
カスタムアバットメントを作製

図 11　 鋳造後調整が済んだカスタムア
バットメント，レジンキャップ
作成のためアクセスホールをワ
ックスで塞いでいる．

図 12　 パターンレジンで作製された内
冠パターン作製のためのレジン
キャップ
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を塗布する（図 18）．その上に金属色を遮断する目的で
ハイブリッド型コンポジットレジンのオペーク材を塗付
する（図 19）．確実な光重合のために薄く、数回に分け
て塗布、重合を行う．
c．外冠作製
　仕上がった内冠上に外冠部分，オールセラミッククラ
ウンのワックスアップを行う．内冠カットバック前に採
得したシリコンコアを使用して，ろう形を作製する（図
20～22）． 

　工程が前後するが，ワックスアップ前に，セメントス
ペースの厚みを確保するため模型用のマスキング材で内
冠表面に被膜を作る（図 23）．均一にするため薄く 3回
程度塗布することにしている（マージン部は 1回の
み）．薄くなりがちな隅角部のみ厚盛しておく．この作
業中には十分乾燥させるため塗布ごとに十分な乾燥時間
を設けるよう心掛けている．
　マスキング材はワックスパターン作製のためのワック
ス操作に伴う焼き付きやインストゥルメントの接触から

オペーク材を保護する役目もある．マスキング材は簡単
に剥がすことができる（図 24）．
d．埋没，プレス
　ワックスアップが完了したら通法に従って埋没する．
加圧成形型セラミック用埋没材はウィップミックス社の
フォーミュラ 1を使用している．硬化中は加圧埋没器を
使用する．硬化後は埋没材の練和に使用する専用液を表
面に塗布する．表面強度が増すことにより，ひび割れ等
鋳型の破損を防止できる．これらは赤坂1）の方法を参考
にしている．
　掘り出しはガラスビーズでマージン部が確認できる程
度にブラストにて除去し，プレス体，特にマージン部等
に触れないよう注意しながらカッティングジスク、ダイ
ヤモンドポイントやバーを使用して可及的に埋没材を除
去し，残りをガラスビーズでサンドブラストし除去す
る．その後反応層を除去するため弗化水素を含有する松
風ユニクリーンで超音波洗浄を行う．それでも残留した
反応層の除去にはアルミナによるサンドブラストを行

図 13　 内冠部分のワックスアップであ
るが適切なカントゥアーを導き
出すために歯冠形態を回復する．

図 14　図 13のシリコンコアーを採得 図 15　 図 13をカットバックし内冠のパ
ターンとする．内冠のパターン
にカットバックしたところ．周
辺の肉厚と適度な深さを得られ
る位置にピンホールを配する．

図 16　 穴あけに使うバー．ハンドピー
スは使わず手指で行う．細いも
のから順番に穴を拡大する．

図 17　 a：エデンタ EDポイントビック
タイプシャンクレス．使って小
さくなったもの　b：セレックテ
クノポリッシャー 2301．使って
小さくなったものをマンドレー
ルに取り付けて使用　c：松風カ
ーボランダムポイント　d：エメ
スコ カーバイドバー＃ 5

図 18　 タイプⅢ金合金で鋳造，調整後
の内冠
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う．掘り出しはガラスビーズを使用するが，反応層の最
終除去とステイニングのための処置として最後に 2気圧
に低下させた状態でアルミナを吹き付ける．また，アル
ミナの使用はステインやグレーズペーストとのなじみを
よくする効果がある．処理前後に表面を水で濡らしてみ
ると，その馴染み具合は一目瞭然であり，e.maxプレス
取扱説明書にもアルミナ使用の記述がある．
　この度のプレスではパターンを 3個作製した（図
25）．3個のワックス合計重量が約 0.5g．LiSiインゴッ
ト 3gに対しスプルーを含めた合計重量が 0.8g以下をプ
レスできる目安としている．
e．研磨，ステイニング
　ダイヤモンドバーによる荒研磨，ジルコニアやセラ
ミック向けのシリコーンホイール，ポイントによる中研
磨を行う．内冠とセラミッククラウンの境目部分はこの
段階で移行的に仕上がっていないと硬度の違いから中研
磨以降の作業ですり合わせるのが困難なため，この段階
で仕上げておく．チッピングさせないように回転方向に
注意しながら慎重に行う．
　中研磨が完了した時点でステイニング，グレーズ焼成
を行い，次の来院時に診療室で試適を行う．ステイン材
はイニシャル IQラスターペーストを使用するが，歯頸

部のみ塗布層を薄く仕上げたいので IPSe.maxセラム
シェード 1を使用した．
f．試適
　試適が済んだら調整部分の研磨，必要な場合は色調調
整，グレーズ焼成へと進む．当科の通常の工程では完成
までに 3回の焼成を行う．1回目：ステイン，2回目：
グレーズ +ステイン，3回目：グレーズ焼成．2回目焼
成の後，診療室にて試適をし，適合確認，咬合調整，コ
ンタクトの調整，色調を確認する．
　色調が問題ない場合は，研磨でもグレーズと同程度の
光沢を得ることができるが，表面性状安定のため，調整
で喪失した部分のグレーズを最終的に焼成によって回復
することにしている． 

g．装着
　試適，調整が済んだ外冠，オールセラミッククラウン
を金属製内冠にセメント合着する．合着はパナビアⅤ 5

を使用する．内冠，外冠の接着面をスチームクリーナー
で洗浄し付属のプライマーで表面処理をする．オペーク
により金属色は遮断してあるのでユニバーサル（クリ
アータイプ）を用いる．ユニバーサルは光重合，化学重
合，両対応であるが直ちに研磨作業ができることと余剰
セメントを除去しやすいので口腔内用光重合器でマージ

図 22　 シリコンコアーを用いて外冠の
ワックスアップ．隣接面を回復
しバリを取ればパターン完成と
なる．

図 23　 オペーク上にマスキング材を塗
布したところ．

図 24　 マスキング材は簡単に剥がすこ
とができる．

図 19　オペーク材塗布 図 20　 シリコンコアーを用いて外冠の
ワックスアップ　内面の皺防止
のため内冠に一層ワックスを盛
っておく．

図 21　 シリコンコアーを用いて外冠の
ワックスアップ．流動性が有る
うちに素早く圧接する．
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ン部分を重合硬化させる．
　完成写真を図 26に，同口腔内写真を図 27に示す．隣
の大臼歯は以前入れたコンポジットレジンの前装冠で，
光沢が失われていることがわかる．
　【経過報告】完成直後であるので症例の経過報告はな
い．

2．症例 2
　【症例提示】50代，女性，右下第一大臼歯，第二大臼
歯の欠損をインプラントにて回復する症例．POI EX42N

（京セラ）使用．
　他部位の臼歯部の補綴は金属冠が多用された症例だっ
たため，今回の臼歯部欠損のインプラント補綴に関して
も当初は咬合面を金属で回復してもよいのではないか，
と認識していた．しかし，次の来院時に確認したところ
患者の希望は，咬合面も「白くして欲しい」とのことで
あり，残った金属冠も順次オールセラミッククラウンに
置き換えたいと考えていることが確認された．その先鞭
としてオールセラミッククラウンを上部構造に用いたイ
ンプラント補綴となった．

　【製作期間】2018年 10月～2019年 2月
　【使用材料】使用材料を表 1に示す．
　【製作方法】症例 1に準ずる．ただし，フィクスチャー
の直径が 4.2mmなので上部構造部品もそれに準ずる．
また，使用金属も TYPEⅣ GOLDの使用となる．ブ
リッジ等は TYPEⅣ，単冠は主に TYPEⅢを使用して
いる．
　【経過報告】装着後 1年半が経過しているが破折等の
トラブルはなく光沢も持続している．
　この時の欠損の状態とフィクスチャーの位置関係か
ら，右下第二大臼歯の遠心が大きく遠心に延長された形
状となっており，セラミック単体では強度的に破損しや
すいと思われる形態であったが，カットバック時に歯頸
部から遠心隣接部にかけて内冠のショルダー遠心部分を
長く，大きく金属で残すことによって，上に乗せられる
セラミッククラウン延伸部分の強度を補強させることが
できる．このこともインプラントにセラミッククラウン
を応用するために金属内冠を介在させることのメリット
と考える（図 28～30）．

図 25　 プレス後のオールセラミックク
ラウン

図 26　症例 1完成 図 27　 症例 1口腔内装着直後．隣の右
上第一大臼歯は以前装着された
ハイブリッド型コンポジットレ
ジン前装冠すでに光沢は失われ
ているのが確認できる．

図 28　症例 2装着直後の口腔内 図 29　 症例 2の装着後約 20か月後（仮
着期間含む）．光沢が失われてい
ない．

図 30　 症例 2舌側面観，遠心に延長した
形態を内冠で補強．矢印部分が内
冠遠心のショルダー部分を延長し
たところが歯肉状にわずかに見え
る．撮影用ミラーを用いているた
め左右が反対になっている．
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C．結　　果

　従来使用してきたハイブリッド型コンポジットレジン
に比べ，二ケイ酸リチウムを主原料としたオールセラ
ミックスは光沢と色調が長期間持続し，曲げ強さは倍程
度の強度がある．強度においては、破折した症例もある
ため十分な強度とはいえないが，当科の上部構造体での
経験ではハイブリッド型コンポジットレジンが 50％く
らいの症例で破折してしまうのに比べ，今のところ
10％程度の破折にとどまっている．費用負担の問題も
あるため最終的には患者自身の判断になるが，ハイブ
リッド型コンポジットレジンで破折しなかった症例では
以後もハイブリッド型コンポジットレジンを選択される
場合が多い．咬合力＝体重等という説2）を引用した場
合，倍程度の曲げ強度ではプレスセラミックスでも耐え
られない咬合力を有する患者がおり，その場合は使用す
ることができないと推測する．この点は患者に十分な説
明のうえ，理解いただく必要がある．曲げ強度がこれら
の素材強度を判断する代表的な数値としてメーカーから
提供されており，使用材料が有する耐破壊力の判断基準
にしている．

D．考　　察

　インプラント上部構造体にオールセラミッククラウン
を使用する意義は，ハイブリッド型コンポジットレジン
では早期に喪失する光沢が長期間持続することに加え，
数年経た後でも同様の色調を有するという審美的側面
と，焼き付け用陶材やハイブリッド型コンポジットレジ
ンに勝る強度を有するためであった．ハイブリッド型コ
ンポジットレジンの光沢喪失については以前から気に
なっており，すべての症例に立ち会ったわけではなく，
また個人差もあると考えられるがメンテナンス時の 1年
後にはほぼ失われていることが多く，半年くらいでも少
なくなりかけていることが確認できる．それに比べ，装
着後数年経たオールセラミッククラウンは装着時の光沢
を感じることができる．本来であればセット時に周辺の
歯と同じレベルまで光沢を落すのが自然であるが，ほと
んどの患者は光沢がある方を希望するのでそのままセッ
トされることが多い．
　図 26～ 28は装着直後の写真で光沢の持続性を示して
いない．図 29，30は可着期間も含め 20カ月以上経過し
ているが装着時の光沢を維持している．
　各素材の曲げ強度では，二ケイ酸リチウム系セラミッ
クスは，審美系材料ではイットリア含有ジルコニア系セ
ラミックスに次いで強度があり，焼付け用陶材，ハイブ

リッド型コンポジットレジンより高強度であるとされる．
焼き付け用陶材が約 100MPa，ハイブリッド型コンポ
ジットレジンが約 200MPa，ニケイ酸リチウムセラミッ
クスが約 400MPa，そして 1,000Mpa以上を有するのが
イットリア含有ジルコニア系セラミックス，以上が審美
歯冠材料の大まかな強度のイメージである3）．どれを選
択するかは診療室で患者に対する説明が十分になされた
うえで最終的判断は患者自身が行うことになるが，費用
の違いが判断基準になることが多い．ただ，ジルコニア
は費用負担だけでなく調整がしにくいこと，オールセラ
ミックスクラウンと比べ審美的に劣る（当科の評価）と
して，診療室は二ケイ酸リチウムによるオールセラミッ
ククラウンを要求している．
　また，当初ピンホールは内冠の範囲内で穿孔してい
た．しかし他者の作製したセメント固定式用内冠のピン
ホールが冠内面まで貫通しているのを知り術者に質問し
たところ，セメントの溢出孔として機能するので，セメ
ント層由来の浮き上がり防止効果が期待できるという理
由であった．確かにセメント層が厚くなることで咬合の
当たりが強くなって破折につながることが危惧される．
試適で得た位置関係を可及的に再現するためにはこちら
の方が有効な方法であると考えられるため，当科でも最
近の症例ではオールセラミッククラウンだけでなくハイ
ブリッド型コンポジットレジンを用いた場合や咬合面を
金属で回復した症例もこの方法で行うようになった．
　シリコンコアーをワックスアップに使用するメリット
は内冠製作時に与えられたカントゥアーを外冠に反映さ
れるだけでなく，1つのインゴットで 2個以上プレスで
きる（GC.LiSiインゴット，3gの場合）ので，少ない
手間で予備を用意できることである．予備があるという
ことで術中術後のトラブルにも迅速に対応できる．また
濃淡をわずかに変えることで相応しい方を装着，あるい
は修正の目安にすることもできる．
　また，金属製内冠を介在させるメリットとしてクリス
トバライト系埋没材と TYPEⅢおよびⅣ金合金の組合
せはきわめてよい適合を得られると感じている．無調整
でほぼ良好に適合している（図 31）．
　マスキング材は確実な分離効果と作業後に簡単にはが
すことができるが，パターンレジンの分離には不向きで
ある．パターンレジンとの接触面が荒れてしまうからで
ある．
　プレス用埋没材は混液比を若干低くすると面荒れを少
なくできる．標準混液比は，埋没材 100gに対し専用液
15mL，水 7mLと指示されているが，当科では，埋没材
100gに対し専用液 13.5mL，水 7mLで使用している．
　プレス用埋没には加圧重合機を使用する．これを使用
するようになり内面の適合が良好になり，ほとんど調整
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することなく適合するようになった．
　コンポジットレジンよりプレスセラミックスが審美的
に優位な理由の一つに透過性があると思われたため，試
験片を作成し簡易な比較を行ってみた（図 32）．右から
①プレスセラミックス：GCイニシャル LiSiプレス
MT-A2，②コンポジットレジンデンチン：松風セラ
マージュ A2，③コンポジットレジンエナメル：松風セ
ラマージュ 58，④コンポジットレジントランス：松風
セラマージュ T．以上 4本を比較したところ①③④は同
程度に透過し②は透過性が少ないと感じた．コンポジッ
トレジンに透過性が少ないと感じたのは②を介在させる
ことに加え補強のため舌側の多くを金属で覆い透過光を
遮っているためであり，プレスセラミックスはグレーズ
ペーストで仕上げるために透過性が増したように感じた
のだろうと推測する．

E．結　　論

　1．金属製内冠を用いることで，オールセラミックク
ラウンをセメント合着法にてインプラント上部構造体に
応用できる． 

　2．二ケイ酸リチウム系プレスセラミックスをインプ
ラントに用いた場合は焼付用陶材，ハイブリッド型コン
ポジットレジンより高い曲げ強度を有するため，破折や

欠けにより耐えることが期待できる． 

　3．カスタムアバットメント，内冠に使用する金合金
は扱いやすく適合に優れているため口腔内で定位置に収
まりやすく調整作業がしやすい．
　4．より強い強度を求める場合はジルコニアの使用
を，さらに強度を求める場合は金属の咬合面にする必要
がある．
　5．ジルコニアで作製する場合もセメント合着法によ
る場合は取り外し時の衝撃に耐えられないため，この方
法，つまり金属製内冠の上にジルコニア冠をセメント合
着する方法を用いることができる．
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Survey on the turnover rate of graduates from dental technician schools in Shikoku

OBATA Dai
1）

, 　KAMOI Kohei
2）

, 　YOSHIDA Hideki
3）

, 　
TSUTSUMI Miyuki

4）
, 　IDEGUCHI Hideaki

5）
, 　TOYOSHIMA Kenji

5）

　近年，全国の就業歯科技工士数は減少傾向を回復しつつあるが，未だ微減傾向にある．離職の要因のひとつに
労働条件が考えられる． そこで本研究は，四国の歯科技工士学校養成所を卒業した者がどのような就業状況か
を追跡調査し，四国内に就職した者と四国外に就職した者の離職率を比較することで，四国内に就職した者の離
職率が同等もしくは低ければ，四国内での歯科技工士の労働条件が，全国と比較しても確保されていることが期
待できると考え，調査を行った．その結果，歯科技工士の離職率は他産業と比較して，きわめて高い数値ではな
く，四国内の歯科技工士の労働条件は比較的整備されており四国内外での差も少ないといえることが示唆された
ので報告する． 

キーワード：歯科技工士学校養成所，離職率，四国，就業状況，追跡調査

　In recent years, the number of working dental technicians all over Japan has been recovering, but is still slightly 

declining. The working conditions are considered to be one of the factors for leaving the job. Therefore, this study 

investigated the employment situation for graduates from dental technician schools or training centers in Shikoku, 

and compared the turnover rate of those who worked in Shikoku and those who worked outside of Shikoku. The 

survey assumed that the working conditions of dental technicians in Shikoku are expected to be steady compared 

with those in the whole country if the turnover rate of those who find employment in Shikoku is the same or lower 

than that in the whole country. As a result, we report that the turnover rate of dental technicians is not extremely 

high compared to other industries, and that there is little regional difference. Also, comparing the results under 

various conditions, it is clear that the turnover rate of dental technicians is not so high compared to other industries, 

and there is little regional difference.

Key words：Dental technician schools, Turnover rate, Shikoku, Employment status, Tracing survey
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5）香川県歯科医師会
   2020年 6月 16日受付　　2020年 10月 26日受理

A．緒　　言

　全国の就業歯科技工士数は 1982年から 2000年の
37,244名をピ－クに増加傾向であったが，2001年以降

は減少傾向にある1～3）．また，歯科技工士学校養成所の
数も，2001年までは 72校であったにも関わらず，2019

年入学試験を実施した養成所は 47校となり，わずか 19

年のうちに 25校が閉校していることになっている4）．
それに伴い，国家試験の合格者数も減少を続け，平成

調査研究
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ると考え，調査・分析を行った．また，この離職率を他
職種と比較することで，歯科技工士の就業環境について
分析し，考察を行ったので報告する．

B．方　　法

1．調査対象
　四国内の各歯科技工士学校養成校が，自校の卒業生の
卒後 7年目までの者，計 329名を対象に就業状況の追跡
調査を実施した．対象となった卒業生は，就職 1年目が
41名（男性 18，女性 23），2年目が 42名（男性 23，女
性 19），3年目が 44名（男性 21，女性 23），4年目が 49

名（男性 26，女性 23），5年目が 50名（男性 34，女性
16），6年目が 50名（男性 33，女性 17），7年目が 53名
（男性 32，女性 21）であった．なお，年齢による区分は
せず卒業年数での分類とした． 

　さらに，調査対象者 329名中，卒業直後に歯科医療従
事者として勤務しなかった者 14名は離職者の数字には
反映しないこととした．

2．調査方法
　各歯科技工士学校養成所の調査者が現在の就業状況に
ついて直接会う，就職先へ訪問，電話，メ－ルによる方
法で調査を行った．調査内容は，現在歯科医療従事者と
して勤務しているか否か，勤務している場合にはその就
業地の回答を必須とした（図 1）．歯科助手として従事
している者も技工を行う，行わない等の業務比率の区分
が難しいため，歯科医療従事者として勤務していると判
断した．回答を集計後，「就業年数」，「男女別」，「就業
地（四国内・外）」での 3項目での離職率を算出し，そ
れぞれの項目と離職率の関連について分析した（図
2）．統計解析はカイ二乗検定を用いて，有意水準は
p<0.05として行った．また，出産前後休暇・育児休暇
の取得および取得後の復職も調査した．なお，離職率の
定義は離職率＝離職者／平成 30年 3月末日の常用労働
者数×100

14）とした．

C．結　　果

　就業年数でみた就業地と離職率には，就職 1～ 7年目
を通して関連性を認めなかった（p=

＊
, 0.548, 0.448, 

0.594, 0.483, 0.102, 0.288）が，就職 6年目以降の四国内
の離職率は，四国外に就職した場合と比較して低い傾向
にあった（表 1）．
　また，男女別にみた就業地と離職率に関しても関連性
が認められなかった（p=0.743, 0.540）が，男女ともに
四国内の離職率が低い傾向がみられた（表 2）．

30年度歯科技工士国家試験合格者数は 798名と 1,000名
を大きく下回る結果となった．
　このように，新規免許取得者の減少は明確であるが，
絶対数の減少については現代社会における歯科技工士の
離職率が大きく関係していると考える．歯科技工士の離
職率については過去にもさまざまな考察が行われてお
り，その離職の要因としては，ストレスや待遇といった
さまざまなことがあげられる．清見5）による調査では，
歯科技工士の 20～ 29歳までの離職率は 75～ 79％であ
り，歯科技工士の離職の一例として，月の平均労働時間
187時間という長時間労働と新卒初任給が 17～ 18万円
（養成所提示）であるのにも関わらず，実態は 12～ 13

万円（歯科技工所）からのスタ－トになるケースが多発
していると報告しており，労働条件が大きく関わってい
ることが考えられる．しかし，労働条件は地域によって
さまざまで，他産業においても同様のことがいえ
る6～9）．そのような状況下において，多くの分野では少
しでも離職を防止するために，さまざまな対応策が考え
られている10，11）．
　さらに，日本国民の高齢化12）が進むなか，歯科技工士
においても 50歳以上の者が約 50％を占めており13），近
い将来，さらなる歯科技工士の減少が生じることは容易
に想像できる．つまりは，次世代をになう若い歯科技工
士の育成および人材確保は急務であり，各歯科技工士学
校養成所は，自地域だけでなく，他地域の企業や歯科技
工所とも密な連絡を行い，信頼関係の構築を目指し労働
条件の把握に努めていかなければならない．さらに歯科
技工士の現状を客観的に把握するためには，他職種と比
較した歯科技工士の離職率を比較，分析し，その要因，
課題を検討する必要がある．しかしながら，歯科技工士
の離職率を調査したデ－タはきわめて少ない．これは，
調査を行う際，短期間での離職や離職者から回答が得ら
れない等の問題があり，追跡調査が複雑化し，算出する
ことが困難であることが考えられる．しかし，今回の調
査では，対象となる歯科技工士養成所が四国内の 3校の
みであり，それぞれの学校で，短期間での離職防止のた
めに，卒後キャリアサポ－トや卒業生の就職先を訪問す
る等の対策を実施しており，卒業生と密な関係性を構築
することができていた．そのため，短期間で離職した者
もいたが動向調査を実施することが可能であると判断
し，調査することとした．
　そこで本研究は，四国の歯科技工士学校養成校を卒業
した者に限定し，その者がどのような就業状況かを追跡
調査し，四国内に就職した者と四国外に就職した者の離
職率を比較することで，四国内に就職した者の離職率が
同等もしくは低ければ，四国内での歯科技工士の労働条
件が，全国と比較しても確保されていることが期待でき
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　一方で，就業年数と離職率には有意な関連性（p=0）
が認められ（表 3），四国の歯科技工学校養成校を卒業
した歯科技工士は，就業年数が経つにつれ離職率は高ま
り，就職 1～ 7年目を通した離職率の平均は 22％で
あった．特に女性では，5年目以降の離職率が高い傾向

にあった． 

　さらに，女性歯科技工士の出産前後休暇・育児休暇取
得の有無，および産後休暇・育児休暇取得後の復職の有
無の調査では，産後休暇・育児休暇取得者が 2名でその
後復職したという結果が得られた．

Q．卒後何年目ですか？

Q．現在歯科医療従事者として働いていますか？（歯科助手含む）
A．Yes

現在の就業地はどこですか？

A．No

歯科医療従事者を離職した最終の就業地はどこですか？
離職理由を回答してください。（可能であれば）

≪女性対象質問項目≫
Q.出産前後休暇・育児休暇の取得したことがありますか？

Q．出産前後休暇・育児休暇を取得したのち歯科医療従事者として復職しましたか？

図 1　卒業生を対象に行った調査内容

図 2　調査結果の分析方法

表 1　四国内・四国外に離職した者の年数別による分析結果

就職年数
1年目 2年目 3年目 4年目

就業 離職 合計 就業 離職 合計 就業 離職 合計 就業 離職 合計
四国内 27 0 27 33 2 35 20 6 26 30 11 41

四国外 13 0 13 6 0 6 13 2 15 5 1 6

合　計 40 0 40 39 2 41 33 8 41 35 12 47

カイ二乗検定 p＝＊ p＝ 0.548 p＝ 0.448 p＝ 0.594

就職年数
5年目 6年目 7年目

就業 離職 合計 就業 離職 合計 就業 離職 合計
四国内 27 8 35 28 8 36 30 17 47

四国外 17 3 20 7 6 13 3 4 7

合　計 44 11 55 35 14 49 33 21 54

カイ二乗検定 p＝ 0.483 p＝ 0.102 p＝ 0.2882
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D．考　　察

　現在開校している歯科技工士学校養成所の大学 3校，
短期大学 2校，専門学校 47校を対象に行った 2019年度
入学者アンケ－ト集計によると，歯科技工士学校養成所
で入学者数が入学定員を上回ったのは大学が 2校，専門
学校が 3校とわずか 5校4）となっており，専門学校にお
いては大半が定員割れの状態で，未だ確実な打開策もな
く厳しい状況にある．さらに 2030年にはすべての都道
府県で高齢化率が 25％を超えると見込まれる 2030年問
題15）が問題視されており，受験を考える若年層の人口が
減少することは明らかで，全国の歯科技工士学校養成所
だけでなく，他の専門学校，大学においても受験者が入
学者定員数を下回ることが常態化し，全国で各教育機関
の全入時代に突入すると考えられる16～18）．そこで，多
くの歯科技工士学校養成所では，歯科医師会主催の歯と
口の健康週間事業に教員と一緒に学生も参加すること
で，国民に歯科技工士の重要性や職業内容についての説
明を行う機会を設けている．その他，歯科材料を使用し
た体験の実施や，高校生が参加する地域イベントでの
ブース出展，および各高等学校へ直接出向き歯科技工士
の魅力を高校生や進路指導の高校教師に歯科技工士学校
養成所の教員が直接説明する等，さまざまな広報活動を
通して歯科技工士の社会的認知度の向上に努めている．
　しかし香川県歯科医療専門学校のオ－プンキャンパス
の際に実施したアンケ－ト結果では，高校生が他職種と
比較し，歯科技工士学校養成所への受験を検討する際，
インタ－ネット等で見られる「高い離職率」について不
安視する傾向があり，そのイメ－ジを払拭することは，
就業歯科技工士数を確保するための有効な打開策の一つ
として期待することができる．また，歯科技工士だけが
「高い離職率」ということではなく，歯科技工士と同じ
ように養成所を経て専門職として就職する他職種や大学
を卒業した新卒生の離職率も低いわけではない19，20）．
　就職して 3年以内に中卒で 7割，高卒で 5割，大卒で
3割の者が離職する「753問題」21）として報告されている
ように，卒業後間もない若年層は，早期離職する傾向が

あり，自発的に会社を辞めて失業することが多いことか
ら，若年層の離職率が高いのは世界的傾向22）と報告され
ている．そういったことを踏まえ，以下の 4項目にて考
察を行った．

1．産業別にみた比較　
　16大主要産業で 2017年の離職率をみたとき14），「宿
泊業，飲食サ－ビス業（30.0％）」が最も多く，次いで
「生活関連サ－ビス業，娯楽業（22.1％）」，「不動産業，
物品賃貸業（16.5％）」，そして同数で「卸売業，小売業
（14.5％）」，「医療，福祉（14.5％）」の順番となる．歯
科技工士業は 2005年に税金をめぐる裁判で製造業と分
類された判例23）があるが，総務省による日本標準産業分
類24）では，「医療に附帯するサ－ビス業」に分類されて
いる．本稿においては，歯科技工士の業は歯科技工士
法25）で「歯科医療の普及及び向上に寄与することを目的
とする」と定義していることから，16大主要産業にお
いて「医療，福祉」に分類した．産業別にみた「医療・
福祉」の離職率は 14.5％と報告されており，今回調査
した 7学年の離職率 22%と比較すると，歯科技工士は
「医療・福祉」のなかでも離職率の高い職種であるとい
え，その数値は全体 2位の「生活関連サ－ビス業，娯楽
業」と近似していることが示唆された．

2．男女別にみた比較
　2018年の女性歯科技工士就業者数は 6,483人と全体の
19％になり，増加傾向にある26）．また，2016年より全
国の歯科技工士学校養成所の入学者男女比率も女性の入
学者数が過半数を超え，増加傾向にあるため1），現状の
ままの推移でいくと，今後も女性歯科技工士が増加して
いくと推測される．しかしながら本調査によると，5年
目以降の女性の離職率は男性の離職率と比較すると高く
なる傾向にあった．これは，今回の調査に年齢は考慮し
ていないが，2年制専門学校を 20歳で卒業した女性歯

表 3　年数別による離職した者の分析結果
就職年数 就業 離職 合計

1年目 40 0 40

2年目 39 2 41

3年目 33 8 41

4年目 35 12 47

5年目 44 11 55

6年目 35 14 49

7年目 33 21 54

合　計 259 68 327

カイ二乗検定　p＝ 0

表 2　四国内・四国外に離職した者の男女別による分析結果

性別
男性 女性

就業 離職 合計 就業 離職 合計
四国内 109 25 134 86 27 113

四国外 38 10 48 26 6 32

合　計 147 35 182 112 33 145

カイ二乗検定 p＝ 0.743 p＝ 0.540
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士数が 25,199名で年齢階級の 24.1％2）であることか
ら，20年後は概算で 9,000名程度の就業者が残ることと
なる．その 20年間の間に一人も辞めずに毎年 700人が
歯科技工士として新たに従事した場合，就業者数は
39,230名となり増加するが，日本歯科技工士会の実態調
査を基に 1997年から 2001年までの歯科技工士免許交付
者数を対象とした離職率算出した 25～ 29歳の 2007年
の離職率 74.9％29）をあてはめた場合，1年間に 182名の
歯科技工士が増加すると想定される．つまり，20年間
で 3,640名の増加となり，60歳で歯科技工士を引退する
想定を組み合わせると，20年後の総数は 12,640名と大
幅な減少傾向となることが予想される．しかし，今回調
査した四国内で想定すると，四国 3校の歯科技工士学校
養成所定員数の最大数 57名が毎年卒業し今回調査した
7年間での離職率 22％をあてはめた場合，1年間に約
44名が増加すると想定され 20年間では 880名が増加す
る．それを，四国の就業歯科技工士数 1,782名2）に 60歳
で定年（60歳以上年齢階級 24.1％2））と想定し組み合
わせると，2,232名と増加傾向となる．
　また，2019年の看護師の離職率は 10.7％30）で推移し
ており，退職理由としては出産育児のためが最も多く，
次いで結婚30）となる．そして，現在就業している看護師
が現在の就業先で勤務を続けている理由について，勤務
形態が希望通り，通勤の利便性，時間外労働が少ない，
仕事に見合った給与額である，年次有給休暇が取得しや
すい等，現状に満足している意見が多いといえる．一方
で，その満足していると答えた理由の多くは，歯科技工
士の離職理由13，31）の上位にくるものが多い．
　2018年度雇用均等基本調査32）では，女性の育児休暇
取得率が 69.6％と報告されており，多くの事業所で女
性が育児休暇を取得できているとしているのに対し，日
本歯科技工士会が行った調査によると，育児休暇の制度
が整備されている歯科技工所は 22.6％13）で，本調査に
おいても結婚・出産・育児による離職が 5名，産前産後
休暇・育児休暇取得者が 2名で産前産後休暇・育児休暇
取得率は 28.6％と 2018年度雇用均等基本調査32）の女性
育児休暇取得率を大きく下回っていた．女性歯科技工士
の育児休暇取得率はかなり低かったことから，歯科技工
業界においても女性が今以上に育児休暇を取得できるよ
うな環境を築いていく必要があるといえる． 

　そして，女性歯科技工士の離職について看護師と比較
したときに，共通した離職理由もあげられたが，やはり
大きな要因となっているのは，性別に関係なく労働条件
である．2018年度雇用均等基本調査32）の，女性の育児
休暇取得率 69.6％から推測すると看護師はすでに女性
が働きやすい環境が整備されていると推測されるため，
四国の看護師の離職率は 8.3％30）と今回調査した歯科技

科技工士であれば，就業して 5年が経つと，25歳とな
り結婚・出産といったライフステ－ジの変化を迎える者
が多くなるためと考えられる．また，今回の調査では産
前産後休暇・育児休暇取得者は 100人以上規模の歯科技
工所で勤務する者のみで，歯科医院，中小規模の歯科技
工所で勤務している者は，産前産後休暇・育児休暇を取
得することが難しく，退職した者もいた．働く女性に
とって，産前産後休暇・育児休暇制度といった福利厚生
の整備や，育児のためにフレックスタイム制を導入し，
保育所の送迎が自由にできる環境にすることは大変重要
であるが，これらの制度を利用した時に他の従業員への
労働負担が増大になるようであれば，社員が制度を利用
することが難しい．企業がフレックスタイム制や，産前
産後休暇・育児休暇を導入し，事前に女性歯科技工士が
取得した際の，期間中の仕事の配分やそれによる給料配
慮，および労働条件について，女性歯科技工士だけでな
く他の社員にも制度内容の説明を行い，理解してもらう
ことで，女性が制度を取得しやすい環境となり，女性歯
科技工士が働きやすい環境になると考える．
　さらに女性歯科技工士の復職支援を目的に，CAD/
CAM技工で講習会を実施し，結婚，出産で離職した女
性歯科技工士のリカレント教育を行うことで，女性の職
場復帰を推進する活動も計画されている27）．出産・育児
といったライフステ－ジを迎える機会のある女性にとっ
て，このような制度が当たり前に充実していない現状が
続くと，さらなる歯科技工士不足を招く可能性が推察さ
れる．

3．他職種（看護師）との比較
　女性歯科技工士が増加傾向にあることから，同じ医療
職で労働条件が整備されている看護師に対する年齢階級
別の就業率と離職率の比較を行った．まず，年齢階級別
の就業率を比較した際，看護師は各年齢階級の割合が
10％前半28）に推移し，全体的にバランスのとれた年齢
階級といえる．一方，歯科技工士の年齢階級別では 50

歳以上が全体の 50.1％を占め2），明らかな高齢化傾向を
示している．そして、現在歯科医院，歯科技工所にて就
労している勤務者においては，その 48.3％が定年制度
がないと回答している13）．また，歯科技工所で就労する
76.4％1）が一人で就労していることから，多くの歯科技
工士が自営業のため定年制度そのものに対する概念が低
いことが推察され，現在の年齢階級になっていると思わ
れる． 

　一方で，定年制度があると回答した勤務者は 46.2％
で，その定年年齢は 60～ 61歳が 70％で最も多かった
ため13），今回は 60歳を定年年齢と想定して検証を行っ
た．この想定のもと，現在の 40歳以上の就業歯科技工
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工士の離職率と比較しても低い数値であった．女性歯科
技工士の継続的な確保のためにも，全般的な就業環境の
改善が必要であるといえる．

4．四国内外でみた比較　
　地域の中の若年層雇用問題として，太田33）は「日本に
おいて失業率の高い地域は賃金の低い地域であることが
多く，大きな雇用条件が存在している反面，地域間の労
働移動も緩慢である」と報告している．さらに，労働力
調査34）によると若年層 15歳～ 24歳の失業率全国平均が
3.8％に対して，就業構造基本調査による都道府県別の
15～ 24歳の失業率（男女計）の調査では，もっとも若
年層の失業率が高い県は沖縄県の 20.8％で，それに次
いで四国 4県の高知（18.8％），愛媛（16.3％），徳島
（15.5％），香川（14.3％）と報告されている．これは，
四国の労働条件を全国と比較した際に，賃金や労働環境
といった，さまざまな要因7，35）が影響していると考えら
れる． 

E．結　　論

　四国内の各歯科技工士学校養成校が，自校の卒業生の
卒後 7年目までの者，計 329名を対象に就業状況の追跡
調査を実施し，その調査結果を他産業，男女別，他職種
（看護師），四国内外で比較した結果，四国（地方）は全
国（都会）と比較し，歯科技工士の就業地による離職率
の大差はなかった．しかしながら，四国（地方）の歯科
技工士の離職率は全国（都会）の他産業と比較してきわ
めて高い数値ではなかったため四国内の歯科技工士の労
働条件は比較的整備されているといえる．
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チタン鋳造冠の保険導入に対する歯科技工の実態調査
末瀬　一彦

Research on introduction of insurance for titanium cast crowns

SUESE Kazuhiko

　2020年 6月 1日からチタン鋳造冠が医療保険に導入されたことから，製作委託を受ける歯科技工士の実態を
把握するために 182件の歯科技工所にアンケートを行った．その結果，チタン鋳造機の保有率は 29％で，今後
購入予定は 2％であった．チタン鋳造経験は 35％で，歯科技工所の規模が小さいほど経験は少なかった．チタ
ン鋳造冠の保険導入に対して賛成は 29％で，その理由は「金属アレルギーが少ないから」，反対理由は「鋳造，
研磨，調整が困難」が多かった．また，今後の CAD/CAMチタンクラウンの保険導入に対しては賛成と反対が
ほぼ拮抗していた．賛成理由としては，「鋳造冠より高品質である」，反対理由としては「設備投資が高額であ
る」が上位を占めた．今回の調査から，チタン鋳造冠の保険導入は時代に逆行しているもので，否定的な意見が
多かった．歯科技工所はチタン鋳造機を購入するか，将来のために CAD/CAMテクノロジーの機器を整備する
か選択が迫られている．

キーワード：チタン鋳造冠，医療保険，歯科技工，CAD/CAMテクノロジー，アンケート

　A questionnaire was conducted for 182 dental laboratories to understand the actual conditions of dental 

technicians who are entrusted with production following the introduction of medical insurance coverage for titanium 

cast crowns from June 1, 2020. As a result, the ownership rate of titanium casting machines was 29% and the future 

purchase plan was 2%. Experience of titanium casting was 35%, with less experience in smaller dental laboratories. 

Regarding insurance coverage for titanium cast crowns, 29% agreed and the reason was “ few metal allergies”；the 

reason for disagreeing was the difficulty of casting, polishing and adjustment. In addition, the proportions agreeing 

and disagreeing with insurance coverage for CAD/CAM titanium crowns in the future was almost equal. The main 

reason for agreement was the higher quality than that of cast crowns, and the main reason for disagreement was 

high capital investment. This study revealed that the introduction of insurance coverage for titanium cast crowns 

was against modern trends and there were many negative opinions. Dental laboratories are under pressure to 

choose whether to purchase a titanium casting machine or to maintain CAD/CAM technology equipment in the 

future.

Key words：titanium cast crown, medical insurance,  dental technology, CAD/CAM technology, questionnaire

大阪歯科大学
末瀬歯科医院
2020年 8月 14日受付　　2020年 9月 8日受理

A．緒　　言

　保険診療では補綴装置の製作や治療において金銀パラ
ジウム合金が使用されてきたが，最近，本合金の材料価
格が高騰し，医療保険において財政的にも逼迫した状況
になってきた．そこで，2020年 5月 29日付けで「特定

保険医療材料及びその材料価格（材料価格基準）の一部
を改正する件」（令和 2年厚生労働省告示第 227号）が
公布され，歯科鋳造用チタン材料が保険適用されるよう
になった．保険導入までの経緯は，2020年 5月 13日の
第 458回中央社会保険医療協議会（中医協）総会におい
て，歯科関係医療機器として「純チタン 2種」の保険適
用が認められた．いわゆる区分 C2（新機能 ･新技術）

調査研究
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の所在地区は図 2に示すとおりで，関東地区 26％から
東北地区 4％まで全国に及んでいた．歯科技工所の就業
者数については図 3に示すとおり全体では 1～ 3名
32％，次いで 21～ 50名の 16％であったが，図 4に示
すとおり歯技協では 21～ 50名が 35％，次いで 50～
100名が 21％を占め，歯科技工所の規模は大きく，技
工学会では 1～ 3名が 47％，次いで 4～ 6名が 20％を
占め，歯科技工所の規模は小さいところが多かった．さ
らに，就業歯科技工士の平均年齢は，図 5に示すとおり
全体では 31～ 35歳および 41～ 45歳が共に 23％を占
めたが，歯技協では 31～ 35歳が 41％，次いで 36～
40歳が 32％を占めたのに対して，技工学会では 41～
45歳が 27％を占め，全体的に歯技協に比較して高齢化
傾向であった（図 6）．
　次に，歯科技工所における「チタン鋳造機の保有率」
について図 7に示すが，「保有している」は 29％を占
め，「保有していない」歯科技工所（71％）においては
「今後も購入予定なし」が 60％，「今後購入予定あり」
はわずか 2％であった．さらに歯科医院からの受注に対
しては「他の歯科技工所に再委託する」は 27％，「受注
を断る」は 22％を占めた．図 8に示すように歯技協に
おいてはチタン鋳造機の保有率は 42％であったが，技
工学会では 22％で保有率は低かった．歯科技工所の規
模と「チタン鋳造機の保有率」とは相関性はみられな
かった．（図 9）．チタン鋳造には必須のアイテムである
レーザー溶接機の保有について図 10に示すが，「保有す
る」は 49％を占め，調査対象の歯科技工所の約半数は
保有していた．しかし「保有していない」歯科技工所に
おいては 97％が「今後も購入の予定はなし」と回答し
た．また，比較的中 ･大規模の多い歯技協では「保有し
ている」割合は 74％で，小規模の多い技工学会に比較
して保有率は高かった（図 11）．
　「チタン鋳造の経験」について図 12に示すが，「経験
あり」は 35％を占め，歯技協では 45％，技工学会では

での期中導入としての適用で，大臼歯に対して歯科鋳造
用チタンを用いて全部金属冠による歯冠修復を行うこと
ができるようになった1）．しかし，チタン鋳造に対する
製作者側の歯科技工所の状況についての実態は定かでな
く，今後「チタン鋳造冠」が普及するためには多くの課
題が存在すると考えられる．
　そこで今回，チタン鋳造冠の保険導入に際して，歯科
技工所の実態を把握するためにアンケートを行い，興味
ある調査結果を得たので報告する．

B．調査方法

　調査の期間は 2020年 6月 1日～ 6月 10日とし，（一
社）日本歯科技工所協会所属（歯技協と略す）の歯科技
工所（66件）および（一社）日本歯科技工学会会員
（技工学会と略す）の歯科技工所（116件）に対して，
図 1に示す調査内容を郵送およびメールで送付し，その
回収結果について集計した．歯科技工所の規模を比較す
る場合，歯科技工士 2名以下の歯科技工所が 75％を占
めている2）ことから，就業歯科技工士数が 1，2名を小
規模歯科技工所（小規模の歯科技工所），3～ 10名を中
規模歯科技工所（中規模の歯科技工所），11名以上を大
規模歯科技工所（大規模の歯科技工所）とした．なお，
統計処理はスピアマンの順位相関係数の推定を用いた．
　本研究は ,倫理委員会（18000057）の承認を得た（承
認番号　京イ研倫 2032号）．

C．調査結果

　統計調査のプロフィールとなる調査対象の歯科技工所

図 1　アンケート調査内容

図 2　アンケートに回答された歯科技工所の所在地域
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29％（図 13）で，小規模歯科技工所が多い技工学会の
ほうではチタン鋳造の経験は少なかった．歯科技工所の
規模と「チタン鋳造経験」については相関性が認めら
れ，歯科技工所の規模が小さいほど「チタン鋳造の経
験」は少なかった（図 14）．また，チタン鋳造冠に対す
る知識を理解するために，その「利点 ･欠点」について
設問したところ，「チタン鋳造冠の利点」で最も多かっ
たのは「金属アレルギーが少ない」（74.2％），次いで

「材料費が安い」（35.2％），「チタン鋳造冠の欠点」で最
も多かったのは「鋳造が困難」（61.5％），次いで「研磨･
調整が困難」（44.5％）であった（図 15）．
　「チタン鋳造冠の保険導入」に対して「賛成」は
29％，「反対」71％であった．「賛成」の理由としては
「金属アレルギーが少ないから」（82.0％），次いで「金
パラの代替材料として適切であるから」（32.0％），「反
対」の理由としては「鋳造が困難」（56.1％），次いで

図 3　歯科技工所の就業歯科技工士数 図 4　歯技協と技工学会の歯科技工所における就業者数

図 5　就業歯科技工士の平均年齢 図 6　歯技協と技工学会の歯科技工所における平均年齢

図 7　 歯科技工所におけるチタン鋳
造機の保有率
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図 8　 歯技協と技工学会の歯科技工所におけるチタン鋳造機
の保有率 図 9　歯科技工所の規模別チタン鋳造機保有率

図 10　レーザー溶接機の保有率

図 11　歯技協と技工学会の歯科技工所におけるレーザー溶接機の保有率

図 12　チタン鋳造冠の経験 図 13　歯技協と技工学会の歯科技工所におけるチタン鋳造冠の経験
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　一方，最近のデジタル化に対して「CAD/CAMチタ
ンクラウンの保険導入」に対する考えとして「賛成」は
53％，「反対」は 47％であったが（図 19），中 ･大規模
の多い歯技協では「賛成」55％に対して小規模が多い
技工学会では 27％であった（図 20）．歯科技工所の規
模と「CAD/CAM冠チタンクラウンの保険導入」に関

「研磨 ･調整が困難」（37.9％）であった（図 16）．歯科
技工所の規模と「チタン鋳造冠の保険導入」について相
関性は認められなかった（図 17）
　現在の「金パラ合金からチタン鋳造冠への移行予測」
について，「10％」が 26％，「0％」が 12％を占めた
が，「わからない」が 44％を占めていた（図 18）．

図 14　歯科技工所の規模別チタン鋳造冠の経験

図 15　チタン鋳造冠に対する利点 ･欠点の知識（複数回答）

図 16　チタン鋳造冠の保険導入
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する相関性は認められなかった（図 21）．「賛成」「反対」
の理由について図 22に示すが，「賛成」の理由としては
「鋳造冠より高品質であるから」，「加工のみ他の歯科技
工所に依頼することができるから」，「自社で製作が可能
であるから」などであり，「反対」の理由としては「設
備投資が高額だから」，「技工料金が見合わないから」な
どがあげられた．
　最近 CAD/CAM冠やチタン鋳造冠の保険導入が進む
なかで，「今後の歯科技工士のあり方について」調査し
たところ，「CAD/CAM技工が加速度的に進む」が

49.5％，次いで「歯科技工所の減少」45.1％，「歯科技
工所の中 ･大規模化」35.2％，「M＆ A（合併 ･買収）
が進む」26.4％であった（図 23）．
　チタン鋳造冠保険導入に対する自由な意見として，
「歯科技工士教育でも行われていない技術を保険導入さ
れることは問題がある」「製作者である歯科技工所側の
実態も調査されないで保険導入されるのは問題がある」
「CAD/CAM冠の保険導入で設備投資したばかりなの
に，さらにチタン鋳造設備を導入すると小規模歯科技工
所は疲弊する」「CAD/CAM冠の保険導入が進むなか，

図 17　歯科技工所の規模別チタン鋳造冠の保険導入
図 18　 金銀パラジウム合金冠から

チタン鋳造冠への移行予測

図 21　歯科技工所の規模別 CAD/CAMチタンクラウンの保険導入

図 19　 将来的な CAD/CAMチ
タンクラウンの保険導入

図 20　 歯技協と技工学会の歯科技工所における CAD/CAMチタンクラウン
の保険導入
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今さらチタン鋳造冠の導入は時代に逆行している」など
否定的な意見が多かった．

D．考　　察

1．調査の背景について
　日本の歯科医療において医療保険制度は国民にとって
多くの恩恵を有し，いつ，どこででも規格化された材料
を用いて公平な治療を受診することが可能である．口腔
内に装着される最終的な補綴装置では，多くの場合，金
合金の代用金属として金銀パラジウム合金が用いられて
きた．現在の金銀パラジウム合金の組成は金 12％，パ
ラジウム 20％，銀 50％，銅 14％，亜鉛 4％が基本で
あり，本合金は金合金よりも鋳造性や耐食性は劣るもの
の，機械的強度が十分にあるため3），日本においては保
険診療を中心とした歯科医療に長く，広く貢献してきた
特定保険医療材料である．しかし，金属イオンを放出

し，電気化学的に不安定な金属であるため4）に，欧米諸
国ではほとんど使用されていないのが現状である．
　近年，主成分であるパラジウムは世界市場において自
動車の排ガス中に含まれる有害物質を無害化する触媒や
電子部品としての使用量が高まり，世界経済の成長に
伴って高騰し，パラジウム地金相場高騰のあおりを受け
て，金銀パラジウム合金の価格も急激に高騰してきてい
る5）．その結果，金銀パラジウム合金の市場価格（歯科
医院が購入する価格）と告示価格（診療報酬上，一定に
定められている価格）に大きな乖離が生じ，たとえば大
臼歯全部金属冠を製作した場合，歯科技工料金や人件費
などを加味すれば，歯科医院の収益はマイナスに転じる
可能性がある6）．日々変動が続く金銀パラジウム合金価
格において，基準材料価格改定や半年に 1回の随時改定
で変更されるようになったが，公定価格は市場価格の
「後追い」をしている状況で，歯科医療機関は材料の価
格によって振り回されているのが実態である．このよう

図 22　CAD/CAMチタンクラウンの保険導入の「賛成」「反対」の理由

図 23　今後の歯科技工士のあり方に対する意見（複数回答）
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な価格変動の大きい金銀パラジウム合金の代替材料とし
てかつては Ni-Cr合金も導入されてきたが，低価格で
ある反面，技工操作性が悪く，また生体安全性に対する
懸念から敬遠されるようになっている7）．今回の金銀パ
ラジウム合金の高騰の激しさに加えて，医療保険の特定
材料として導入するために学会からの医療技術提案書や
企業からの適用申請が行われ，「チタン鋳造冠」として
すべての大臼歯への適用が可能となった．
　チタンは，軽くて強く，化学的にも安定し，生体親和
性がよい金属として従来から歯科領域への適用が検討さ
れてきた．1960年代からはインプラント材料として，
また 1970年代には歯科矯正用ワイヤーに適用された
が，補綴装置の製作においては複雑な形態再現のために
「鋳造」という製作プロセスの概念が要求されてきた．
しかし，チタンは金属材料のなかでも鋳造の難易度がき
わめて高い素材であり，1980年代には鋳造機や専用の
埋没材をはじめとする機材の開発や歯科技工現場の技術
革新が行われてきた．歯科用チタン鋳造に関する研究発
表がはじめて公表されたのは，1977年アメリカにおい
てWaterstratが「歯科用合金に代わるべき合金」に関す
るシンポジウムの記事8）のなかでチタン合金による歯科
鋳造物を提示したことである．その後国内外でチタン鋳
造に関する多くの研究発表が行われたが，日本における
「チタン鋳造」に関する研究は欧米に比較してはるかに
多い．
　チタンは酸素の存在下で表面に薄層で緻密，安定な不
動態被膜を形成するために高い耐蝕性を示すことから生
体材料として，また機械的特性として補綴修復材料には
望ましい素材であるが，高温での反応性がきわめて特異
的であるために歯科技工で欠かせない鋳造加工の適用が
困難であった9）．これまで，数多くの先人達によって鋳
造に関する器材の開発が行われ，三浦維四や井田一夫ら
によって「歯科チタン研究会」が設立され，各研究者の
成果は「チタンの歯科利用」10）にもまとめられている．
臨床的にも多くの研究が行われ，支台歯に対する鋳造冠
の適合性11），チタン鋳造床や陶材焼付け鋳造冠12）などが
可能な状況にまで改善されてきたが，チタン鋳造冠の製
作技工においては，鋳込み不足，鋳造体内部の鋳巣の発
生，表面の反応層の形成など多くの課題もあり，臨床適
用するうえで研削や研磨調整，溶接などが困難であ
る9，13～18）．
　なお，純チタンには 1種から 4種まで区分されている
が，今回，保険導入されたチタンは「純チタン 2種」で
あり，種類によって少しずつ成分や機械的特性も異なっ
ている19）．
　今回，チタン鋳造冠の保険診療への期中導入にあたっ
て，製作に関わる歯科技工所に対して（一社）日本歯科

技工所協会および（一社）日本歯科技工学会会員の協力
を得てアンケートを実施した．

2．調査結果について
　調査にあたっては，（一社）日本歯科技工所協会（歯
技協）および（一社）日本歯科技工学会（技工学会）の
会員を対象としたが，歯技協は，日本の歯科技工所を代
表する組織で，今回の就業者数からも中規模あるいは大
規模に相当する歯科技工所が多く，一方，技工学会会員
からの回答は小規模の個人の歯科技工所を中心とする歯
科技工所であった．日本の歯科技工所は世界でも類をみ
ないほど小規模の歯科技工所が多く，最近の調査でも 3

人以下の歯科技工所は約 80％が該当する20）．また，就
業する歯科技工士の平均年齢も中 ･大規模の歯科技工所
が多い歯技協では 25～ 40歳で 79％を占めるのに対し
て，小規模の歯科技工所中心の技工学会会員の歯科技工
所では 41歳以上で 69％を占めた．現在の就業歯科技工
士の平均年齢は高く，若年者が減少し高齢化傾向を示し
ている21）が，これは小規模の歯科技工所にみられること
で，中 ･大規模の歯科技工所では就業者の年齢も若いよ
うである．
　チタン鋳造機の保有については約 30％が保有してい
るが，歯技協のような中 ･大規模が多い歯科技工所では
40％以上の保有に対して，小規模の歯科技工所では約
20％で少ないことからチタン鋳造冠への受注対応は限
定されると考えられる．保有していない歯科技工所では
購入予定が 2％できわめて少なく，一方，今後も購入予
定がないのが 60％あり，半数以上は受注を断るか，受
注があれば他の歯科技工所へ再委託するということか
ら，今後の受注状況に応じて対応していく歯科技工所も
多く，歯科医師のチタン鋳造冠への取り組みによって受
注対応も変わると予想される．現在，チタン鋳造機を保
有している歯科技工所も約 20年前にチタン鋳造が注目
されたときに購入した鋳造機が多く，当時は各社から 5

種類以上の鋳造機も販売されていたが，現在では臨床現
場において金属床義歯への使用以外にはその頻度も減少
し，市販品は 2，3種に留まり，多くは製造，販売中止
になっている．また，チタン鋳造において，鋳造欠陥の
補正や修整，連結などに使用されるレーザー溶接機は必
須のアイテムであり，その保有率は約半数であったが，
歯技協のような中・大規模の歯科技工所では約 3/4の保
有率に対して，小規模の歯科技工所では 36％で，保有
していない歯科技工所においては今後も購入予定はない
との判断であった．レーザー溶接機は，チタン鋳造のみ
ならず大型の補綴装置製作にも必要であることから，既
存の設備として中 ･大規模の歯科技工所に依存される傾
向がある．



日歯技工誌　第 42巻第 1号　2020108

　チタン鋳造は特殊な設備と取り扱いに対する経験を要
するが，チタン鋳造の経験については全体では 35％で
あったが，専用の鋳造機や鋳型材などが必要であり，小
規模の歯科技工所と中 ･大規模の歯科技工所の間に有意
の差が認められ，小規模の歯科技工所での経験者は少な
いと判断される．チタン鋳造は歯科技工のルーティン
ワークとして行われていなかったことや歯科技工士養成
機関での実習もほとんど行われていない実態からチタン
鋳造の経験が少ないことは当然と考えられる．チタン鋳
造の経験の有無に関わらず，チタンの利点，欠点につい
ての知識が必要であるが，とりわけ鋳造や研磨調整の困
難性の欠点については顕著であった．
　今回のチタン鋳造冠の保険導入に関する賛否は，歯科
技工所の規模に相関性はなく，約 30％が賛成であっ
た．特に金属アレルギーが少ないから賛成する一方で，
材料としての取り扱いに対して鋳造や研磨調整の懸念か
ら反対する意見が多かった．しかし，チタンは全く金属
アレルギーを発生させない金属ではなく，一部ではチタ
ンの腐食やアレルギーの報告もある22～24）．
　チタン鋳造冠がこれまでの金銀パラジウム合金による
金属冠から移行することについての設問は，26％にお
いて「10％程度変わる」と回答したが，わからないと
回答したのを含めてばらつきが多く，現状では予想が不
可能であると判断できる．
　最近の CAD/CAMテクノロジーの普及に伴って，
2014年以降「CAD/CAM冠」が保険導入され，今後は
デジタル技工のさらなる普及が予想される．2000年初
頭 CAD/CAMテクノロジーが最初に導入されたときに
は，取り扱う材料としてチタンが選択されたが，これ
は，チタンの金属材料としての課題であった鋳造の困難
性を回避するため，さらには，チタン素材の特性のよさ
を活かすためには切削加工が望ましいと判断されてのこ
とである25）．最近ではチタンの粉末焼結加工法も開発さ
れ，チタン素材の利点も確認され22），金属床義歯やイン
プラント上部構造のフレームワークに使用されることが
検討されている26）．今後 CAD/CAMテクノロジーを用
いたチタンの活用も期待されるため，今回のチタン鋳造
冠に変わって「CAD/CAMチタンクラウンの保険導入」
について設問したところ，中 ･大規模の歯科技工所では
55％が賛成したのに対して，小規模の歯科技工所では
28％に留まったものの，両者間に相関性は認められな
かった．また，賛成理由としては「高品質であること」
があげられ，自歯科技工所に加工装置を保有しなくても
「他の歯科技工所やプロダクションセンターに依頼する」
という積極的な意見が多かった反面，「設備がない」，
「技工料金が見合わない」などの反対意見もあった．

CAD/CAMテクノロジーによる歯科技工が加速化する

なかで，CAD/CAMチタンクラウンに対して積極的に
賛同することがみられなかったのは，金属修復物の加工
に対する批判的な考え，チタン加工を行うために必要な
加工装置の購入が高価なこと，CAD/CAM冠が保険導
入されて設備投資を行った直後であること，今後さらに
CAD/CAM冠などによる審美修復材料の開発に期待す
ることなどが考えられる．このことは今後の歯科技工所
のあり方に対する意見にも述べられたことから裏づけさ
れる．チタン鋳造冠の保険導入によって，新たな設備投
資が必要になることからも歯科技工所の規模が大きくな
り，小規模の歯科技工所の減少が予想されると共に，資
金力の豊富な大企業の進出による買収や合併が進むこと
もあげられる．一方では，デジタル技工が進展するなか
でこれまで経験によって培われてきたアナログ的な歯科
技工技術（技能）の重要性が改めて認識させられた．チ
タン鋳造冠の保険導入によって歯科技工所の多くは，チ
タン鋳造機器を購入するか，CAD/CAM機器を購入す
るか選択が迫られていると考えられる．

3．今後の対応について
　チタン鋳造冠が医療保険に導入され，臼歯部の全部被
覆冠に保険適用できる材料として，金銀パラジウム合
金，銀合金，チタン（2種）そして条件付きながら
CAD/CAMレジンブロックがある．金属材料はすべて
「鋳造」の加工工程を経なければならず，アナログ的な
技術が要求される．材料特性の観点から，銀合金による
全部被覆冠は鋳造性や研削性は良好であるが，生体安定
性が好ましくなく，摩耗や変色が生じる可能性が高い．
金銀パラジウム合金は医療保険適用のために製造され
た，まさに「国策合金」といっても過言ではない．これ
まで歴史的にも長く使用され，歯科医療における補綴装
置の材料として定着しているが，口腔内では変色が生
じ，含有イオンの溶出による歯肉や支台歯の変色が生じ
ることも経験する．最近では，パラジウムの異常なまで
の高騰で，一時は金合金のほうが材料価格も安いことも
あった．このような背景のなかでチタンが導入された
が，チタンの性能は，機械的特性にも優れ，生体親和性
も高く，生体に適用する金属材料としては評価が高いも
のの，補綴装置を製作する概念から「鋳造」という加工
工程を要することからきわめて取り扱いにくい金属でも
ある．
　将来的には口腔内に装着される補綴装置からは，審美
的観点からも金属材料は排除されるべきであり，材料特
性の開発が著しい CAD/CAMレジンブロックの適用拡
大も大いに期待されるが，現状ではすべての補綴装置の
材料がコンポジット系レジン材料に置換されることは困
難であり，金属材料が必要とされることも考えられる．
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そのような場合にはチタンを使用することが好ましいと
考えられるが，製作方法としては CAD/CAMテクノロ
ジーを用いることによって本来のチタンの特性を確保す
ることが可能である．現在，CAD/CAMテクノロジー
を用いてチタンを加工する方法としては切削加工と積層
造形による粉末焼結法が考えられるが，いずれも加工装
置は高額である．そのため，歯科技工所間の連携を考慮
し，小規模の歯科技工所での CADによる設計後，デー
タ送信によって大規模の歯科技工所での加工を行い，再
度，小規模の歯科技工所で研磨，調整を行って歯科医院
に納品する方法も考えられる．最近の厚生労働省の「歯
科技工士の養成 ･確保に関する検討会」27）などにおい
て，歯科技工所における CAD/CAMテクノロジーの業
務拡大が示されているにも関わらず「チタン鋳造冠」の
保険導入は時代に逆行している感さえ否めない．今後は
CAD/CAMテクノロジーによるチタンクラウンの保険
導入も視野に入れた対応が必要であると考える．

E．結　　論

　チタン鋳造冠の保険導入にあたって，歯科技工所にお
ける実態について調査を行い以下の結果を得た．
　1．調査対象として日本歯科技工所協会所属の歯科技
工所は中 ･大規模歯科技工所が多く，日本歯科技工学会
会員の歯科技工所は小規模歯科技工所が多かった．
　2．調査対象とした就業歯科技工士の年齢層は，歯技
協では 40歳以下が約 80％を占めたのに対して，技工学
会では 41歳以上が約 70％を占めた．
　3．歯科技工所におけるチタン鋳造機の保有率は約
30％で，歯科技工所の規模に相関はなかった．また，
保有していない歯科技工所において今後購入予定がある
のはわずか 2％であった．また現在保有していない歯科
技工所にあっては約 50％が，他の歯科技工所に再委託
するか，受注を断ると回答した．
　4．これまでにチタン鋳造を経験したのは 35％で半数
にも満たず，歯科技工所の規模に相関があり，小規模の
歯科技工所のほうが少なかった．
　5．チタン鋳造冠の保険導入に対しては，鋳造，研磨 ･
調整が困難な理由などから約 70％が反対であった．
　6．金銀パラジウム合金鋳造冠からチタン鋳造冠への
移行については，約 25％は 10％程度と回答したが，約
40％は不明であると回答した．
　7．将来的な CAD/CAMチタンクラウンの保険導入に
関しては，賛成と反対がほぼ拮抗していたが，小規模の
歯科技工所の多い技工学会では賛成は約 30％程度で
あった．賛成理由として鋳造冠より高品質であることな
どがあげられる反面，反対理由としては設備投資が高額

であることなどがあげられた．
　8．今後の歯科技工所 ･歯科技工士のあり方として
は，CAD/CAM技工が加速度的に進む，歯科技工所は
減少し，中 ･大規模化やM&Aが進むという回答が上位
を占めた．

　本研究における開示すべき利益相反（COI）状態はありま
せん．
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ジルコニアの臨床例

愛知学院大学歯学部歯科理工学講座

伴　清治

歯科技工最前線 特集　「ジルコニアの臨床例」 

　本学会誌では「歯科技工最前線」と題する特集記事として，41巻 2号（2020年 7月）では『ジルコ
ニアのマテリアル選択』というテーマで 3つの解説記事を掲載しました．今回の 42巻 1号（2021年 1

月）では『ジルコニアの臨床例』がテーマとして選ばれています．
　2005年に医療用材料として認可されて以来，ジルコニアは審美修復材料として特別な材料ではな
く，一般的な歯科材料として普及してきました．さらに，当初は金属の代替えとして導入され，陶材を
前装するためのコアとして利用されてきましたが，2012年頃より，高透光性ジルコニアが導入され，
陶材を前装しないフルジルコニア（モノリシック）冠が用いられるようになってきました．さらに，プ
リシェードおよび積層型が導入され，切削成形後の最終焼成だけで，ある程度の審美性が確保できるよ
うになってきました．このように，ジルコニアの種類は増え続け，現在の国内市場には組成的な分類で
10種類以上のジルコニアが流通し（図 1），その臨床応用も多岐にわたっています．さらに，各ジルコ
ニアで特性に違いがあり，支台歯形態，修復物の設計，技工操作・条件なども必然的に変わってきま
す．たとえば，高透光性 PSZである 5Yは高透光性 TZPの 3Yに比較して，透光性は優れていますが，
強度は劣ります．したがって，修復物の肉厚は咬合力に耐えられるように変更しなければなりません．
当然のことながら，支台歯形成も変わってきます．また，積層型ジルコニアの場合，最終焼成すれば長
軸方向の色彩的グラデーションは設けられていますが，近遠心方向の色彩的変化を生じさせることはで
きません．また，混合組成積層型ジルコニアの場合，サービカル層とエナメル層では透光性と強度が異
なることは利点でもあり注意点でもあります．このように考慮しなければいけない項目が，きわめて多
くあり，CAD/CAMとはいえ，ヒトが決めなければいけないパラメーターが多くあります．そこで，
若手の歯科技工士および臨床歯科医師に執筆を依頼し，最新のジルコニアの臨床応用例を執筆していた

図 1　歯科用ジルコニアの組成（イットリア含有量）と導入年度
（伴　清治：各種オールセラミックスの理工学的特徴，山崎　治，高橋　健，都築
優治編，歯科技工別冊マテリアルセレクション，p.50-61，医歯薬出版，2020より
引用・改変）
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だくことにしました．
　データデザインの瓜生博伺氏には，歯科技工士として，また CAD/CAMシステムの専門家としてジ
ルコニアインレーの臨床技工例について解説していただきました．切削工具の選定およびべニアリン
グ・テクニック（ステイン法と築盛法の中間的な技術）を中心に歯科技工士の立場からジルコニアの
CAD/CAM加工について解説していただきました．
　松川歯科医院の松川敏久院長と院内歯科技工士の岸本憂太氏には，咬合崩壊が生じている患者へのジ
ルコニアによるインプラント上部構造を含む全顎的補綴治療を，各ステップで考慮しなければいけない
多くの因子とともに解説していただきました．歯科医師と歯科技工士の連携の重要性が感じられます．
　岩田歯科医院の岩田淳院長には，ジルコニアによる前歯の審美修復について，支台歯形成からプロビ
ジョナルレストレーションを含めて，陶材をレイヤリングしたジルコニア冠の補綴修復を詳細に解説し
ていただきました．高品質の写真とそれに対応した適切な説明が加えられています．
　これらの記事は，歯科技工士諸氏がメインの読者と意識して執筆していただきました．歯科技工士と
してのジルコニア修復物製作の一助になれば幸いです．
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歯科用 CAD/CAMシステムを活用したジルコニア補綴の可能性

株式会社データ・デザイン ヘルスケア G

瓜生　博伺

歯科技工最前線 特集　「ジルコニアの臨床例」 

A．はじめに

　筆者は 2002年に歯科技工学校での卒業製作として，
メタルボンドポーセレンのフルマウスを製作した．フ
レームのワックスアップ～ノンプレシャスメタルの鋳造
～ポーセレン築盛～形態修正～先生方に指導いただきな
んとか完成させたが，どの工程も苦戦したよき思い出と
していまも手元に置いている．この 20年足らずの期間
で歯科のデジタル化は加速し，デジタル・デンティスト
リーというキーワードも定着して歯科用 CAD/CAMシ
ステムを活用した補綴装置に接することがあるが、各社
より発表される新材料は機能的，審美的に優れた物が増
加の一途をたどる今，私の渾身の卒業製作は直視し難い
代物となってしまったことも現実である．
　この 10年だけを切り取ってみてもデジタル化の普及
によって審美補綴製作における製作プロセスは設備，材
料，製作方法まで大きく変わったといえる．歯科用
CAD/CAMシステムは設備投資費用の問題はあるもの
の，導入した方には，工業会において推奨されている
DX（デジタル・トランスフォーメーション＝デジタル
による変革で企業の競争優位を確立すること）によって
歯科技工業務におけるワークフローも大きく変わったの
ではないだろうか．
　2020年には COVID-19の出現により全世界に影響が
生じ，リモートワークなど新しい生活スタイルがあらゆ
る分野で確立され始めたなかで，デジタル・デンティス
トリーにも新しい何かができるのではないか考察した際
に，模型を介さない直接法による補綴製作の展開に着手
した．直接法での補綴製作を進めていくことでウィルス
の感染リスクを軽減させることは有効であると考えられ
ており，CAMソフトウェアの技術を活用することで何
かできないか考えて研究を開始した．

B．COVID-19との共存への可能性

　口腔内スキャナ導入の利点の一つとして，直接法は模
型を介在させないことで各種ウィルス感染リスク軽減の
一助となることがあげられるため，今後需要拡大に向け

て加速を期待している．今回は，需要は多いが口腔内ス
キャナからの口腔内データ受けでは製作がむずかしいと
されていたジルコニアインレーの製作について述べる．
　周知の通り，12％金銀パラジウム合金の価格は高騰
を続け問題にあがることが多々見受けられるが，それに
代わる材料としてのジルコニア材料は個人的には適用範
囲も広く，すばらしい材料と考えている．しかし，補綴
の形状によっては口腔内での破折や製作中におけるトラ
ブルがあるのも事実で，インレーのような形状となると
CAMソリューションを取り扱う立場として申し上げる
と，CAMソフトウェアだけでなくミリングマシン・工
具・材料の構成要素の状態によってチッピングのリスク
は常にあり，材料の物性によっても結果が変わるため細
心の注意が必要となる厄介な補綴である．窩洞形成に
よっては補綴形状が薄くなり製作すら対応できないケー
スもあったのではないだろうか．加工不具合，主にチッ
ピングの原因は複合的な要素から成り立つが，CAMソ
フトウェアにおいて加工条件の調整に絞った内容で検証
を行ってみた（表 1）．CAMソフトウェアでの加工手法
の選択は工業用途での事例を参考にいくつかあげると形
状に合わせて選択が可能となっている．
　歯科補綴装置に関しては補綴形状が自由曲面で形成さ
れている物が多い傾向にあり、補綴装置の形状に合わせ
た加工手法で加工条件の対応を行う．今回の加工条件作
成にて，先述した COVID-19への感染リスク対策とし
て，ジルコニアインレーの製作に際して模型を介さずに
製造することを目的とした．テストケースでは CADデ
ザイン時に完成形態を想定し，鋭利なデザインにて設定

表 1　半焼結ジルコニア切削加工におけるトラブルの因子
・補綴形状 /マージンの厚み（CADデザイン）
・材料・材質（物性）
・使用工具・コーティング
・工具の摩耗状況
・ミリングマシン
・CAMソフトウェアの加工条件
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を行い，マージン部に加工における応力をかけにくい加
工手法を作成した（図 1）．
　また，使用する工具に関しても選定を見直した．一般
的に工具は用途に応じてサイズ，形状，素材など細分化
されて用意されており莫大なラインナップが存在してい
る．そのなかから，ジルコニアインレーの加工に合わせ
た工具を選定する際に耐久性を上げるために付与してい
るコーティングについても見直した．ジルコニアやハイ
ブリッドレジンブロックといったセラミック性の高い材
料を切削加工する場合は，耐久性の向上のために被膜が
厚い DIAコート（ダイヤモンドコート・コーティング
被膜約 10μm）を採用することが一般的とされている
が，今回は切削時の材料への負荷軽減を優先して DLC

コート（ダイヤ・ライク・カーボン・コーティング被膜
約 0.2μm）を採用した（図 2）．地金を守るための被膜
の厚さによって各種材料との相性や耐久性に影響を与え
るため，CAMソフトウェアにて補綴形状および材料の
物性に合わせた加工条件を用意する必要がある．その
際，品質・生産性・コストのバランスを考慮することが
重要となる（図 3）．φ3mm～φ0.2mmまでのライン
ナップでの実績があり，補綴形状やコストに合わせた選
定が可能となる

　マージン最低厚みが 0.1mm，0.05mmの 2パターンで
加工検証 Dental Direkt ジルコニア　DDcube X2 ML

（単一組成積層型高透光性 PSZ，M5Y）にて検証を行
い，WORKNC DENTALと DGSHAPE社製 DWX-52D

で加工検証を行ったところ，どちらも加工時間は約 50

分ではあったがマージン部厚み 0.05mmの方は鋸状に
なったチッピングが認められた（図 4）． 

　切削加工するうえで，過度に鋭利な個所に関しては，
CADデザインや支台歯形成において調整も視野に入れ
ることがトラブル減少につながることが見込める．今
後，直接法による補綴製作可能な部位が拡大されること
は感染症拡大リスクの軽減への可能性も期待され、生産
性，品質向上させるためにも CAMソフトウェアの役割
が重要になるものと考えられる．

C．ジルコニア補綴関連情報

　ジルコニアモノリシックレストレーションの補綴製作
はマテリアルの開発とステインテクニックのコンビネー
ションで年々普及が進み，補綴装置製作のワークフロー
にも大きな変化がみられるが，新材料の開発で審美要求
の高い症例に対応可能なべニアリング・テクニックが注
目され始めている．本システムはステイン法と築盛法の
中間的なジルコニア，またはガラスセラミックスで製造
されたモノリシックもしくは最小限にカットバックされ
たクラウンおよびブリッジの審美的な個別修復を目的と
しており，0.2mm以下のわずかな築盛スペースに材料
築盛させることで比較的マスターしやすいと考えられて
いる．
　本稿を執筆させていただくに際して情報収集を行って
いた際に，大信貿易株式会社取り扱いの DD contrastシ

図 1　CADデザイン

図 2　 コーティング比較 1000倍拡大図　DLCコート（左）
DIAコート（右） （オーエスジー株式会社より提供）

図 3　 DGSHAPE社製 DWXシリーズ向け工具ラインナップ
一例 （オーエスジー株式会社より提供）

図 4　 ジルコニアインレーマージン部　0.1mm（左），
0.05mm（右）
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ステムを体験させていただく機会をいただいた．個人的
な感想としては，ペインティングによるモノリシックク
ラウンへ色調を付与させるシステムとメタルボンドポー
セレンの陶材築盛の間のようなイメージだった．双方の
システムのよいところを組み合わせることで，操作感を
向上させ比較的簡単にべニアリング～色調再現を行うこ
とができることは魅力的と感じている．
　本件は一例に過ぎないが，ジルコニア補綴関連に関し
ては歯科技工士が材料やシステムを熟知することで歯科
用 CAD/CAMシステムと新材料の組合せで，今後の新
しいワークスタイルを可能にするのではないだろうか．
デジタルデバイスを用いた正確なシェードテイクとべニ
アリングテクニックの習得で審美的な色調再現を実現さ
せることが可能になり，審美補綴製作が容易に可能にな
るのではないかという魅力を感じた．

D．まとめ

　超高齢社会が加速し人生 100年時代ともいわれるな
か，それに備えて歯科技工士はデジタル化に対応した働
き方が進みつつあるが，今後，歯科医院のデジタル化が
進むことでさらに大きな変化が見込める好機がやってき
たと感じている．すなわち，歯科技工士として長く働き
たいと考える方にはデジタル・デンティストリーの扉を
開け，デジタルでのつながりを生かすことでよりよい補
綴製作の支援を受けることが可能な時代になったといえ

るのではないだろうか．そのためにはデジタル化への柔
軟な思考と志が必要になるが，私自身もデジタル・デン
ティストリーの発展には幾度となく感動と衝撃を受けた
こともあり，このような機会をいただき少しでも会員の
皆様に想いをお伝えできたら幸甚である．
　これは私の経験ではあるが，CAD/CAMやデジタ
ル・デンティストリーというキーワードは自分に関係の
ない世界だろう，と思っていた時期がある．しかし扉を
開けてみると技術的には手作業と比較すると驚異的であ
る面もあるが，それを活用することは DX（デジタル・
トランスフォーメーション）といわれる魅力的なテクノ
ロジーだと理解いただけると確信している．今後はこの
魅力をいかに歯科技工士新規志願者増加に直結できるか
が，歯科業界のテーマになるのではないかと感じている．
　今回は CAMの分野にフォーカスした内容でまとめさ
せていただいたが，歯科医師との連携や，CADに関し
ても生産性を意識したデザインを付与することで，より
よいデジタル補綴ソリューション構築が見込まれるた
め，CAMシステムがもつ可能性について理解いただき
今後の皆様のお仕事の一助となることを願っている．引
き続き株式会社データ・デザインとしては工業界で加速
する最新の 3Dテクノロジーを積極的に取り入れた活動
で歯科技工分野においても普及を進め，私たちにしかで
きない新技術の提案を模索していく所存である．
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全顎的補綴治療におけるインプラントを含むジルコニア修復症例

松川歯科医院

松川　敏久　　岸本　憂太

歯科技工最前線 特集　「ジルコニアの臨床例」 

A．はじめに

　現在，多種多様なジルコニアが各メーカーから発売さ
れておりさまざまな症例に適応されてきている．ジルコ
ニアが臨床で使用されてきた当初は白く不透明なもので
あり陶材を築盛して使用することが多く，無垢で使用す
れば口腔内で白く浮いてしまうという認識であった．
　しかし近年では透光性に優れ，マルチレイヤー型のジ
ルコニアや，また混合組成積層型のジルコニアなども発
売されており，モノリシックジルコニアでの需要が増加
している．色調は陶材と比べると自由度は低いものの以
前と比べれば，審美性はより天然歯に近づいてきたと感
じる．最大のメリットはジルコニアという高強度のマテ
リアルを単一で使用することによる破折やチッピング，
摩耗のリスクの軽減ではないかと考える．特にインプラ
ント修復においては力によるトラブルも少なくなく，モ

ノリシックジルコニアでの使用は一つの有利な点ではな
いだろうか．
　本稿ではインプラントを含む咬合再構成にてジルコニ
アを使用した症例の解説をさせていただく．

B．症例概要

　患者は 43歳男性，主訴はカリエスによる痛みで，悪
いところはすべて治してほしいとのことで来院された．
口腔内の状態は治療途中の部位がある他，プラークコン
トロールが悪く，2 1 ，1 2にカリエスがあり，そのうち 

2  ，1 2は重度のカリエスで，5は根尖病巣にて保存不
可能，6は残根で残っている状態だった．また多数の不
良補綴装置が混在しており咬合崩壊を起こしており，歯
科医師の判断のもと咬合再構成による全顎的な治療が必
要と診断された（図 1～ 3）．

図 1　初診時口腔内の状態
　プラークコントロールが悪く，カリエス，不良補綴装置が多数混在し，治療途中の部位
もあり咬合崩壊が起っている．
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1．診断用ワックスアップ
　診断用ワックスアップにて歯科医師の指示のもと最終
的なゴールのイメージを模型上にて具現化する．診断用
ワックスアップを行うにあたり審美的，機能的な項目を
どの程度回復することができるかをおぼろげではあるが
イメージすることができる．審美的な観点からでは，前
歯部の切端の位置，咬合平面の連続性等の評価を行い，
機能的な観点からは咬合支持をどこまで回復できるか，
良好なアンテリアガイダンス，適切なバーティカルスッ
プを与えることができるかを診断していく．それらを踏
まえ作製した診断用ワックスアップをもとに歯科医師と
歯科技工士とで治療ゴールのイメージを共有し，治療計
画を立案していく．
　診断用ワックスアップを進める際には下顎位，咬合高
径，中切歯切端の位置，アンテリアガイダンス，咬合支
持等は歯科医師とのコミュニケーションが必要になる．
　本症例では不良補綴装置により咬合支持は得られてい
ないが顎関節に目立った異常はなかった．咬合高径は右
側臼歯部の補綴スペースの問題から咬合挙上とクラウン

レングスニングが必要と診断した．咬合挙上は顔貌から
Willis法等を指標に評価し，クラウンレングスニングは
デンタルエックス線写真からどの程度レングスニング可
能かを判断する．中切歯は咬耗により口唇からみても短
く，Angle classⅢであるため切端咬合となっており補
綴装置のリスクの軽減からオーバージェット，オーバー
バイトが口唇との関係からどの程度与えられるか，また
咬合平面は不揃いでばらつきがあり，形態の改善も必要
である．アンテリアガイダンスは左側は犬歯同士で滑走
しているが右側は 4での滑走となり，臼歯離開を得るた
めに 3  3 の舌面形態の改善の他， 3， 4  に CRにて形態
回復が必要であり，それに伴い 3 2 1 1 2までを咬合平
面を整えるため同じく CRにて形態回復を行うこととし
た．欠損部または抜歯予定部には適切なバーティカルス
トップが得られるインプラントポジションの診断を行っ
たが，ブリッジの 5 ポンティック部は埋入スペースが
なく矯正治療は受け入れられなかったため，6 5 4のブ
リッジでの修復とした（図 4，5）．

図 2　同，顔貌写真，口唇写真
　顔貌から切端平面，咬合平面，歯肉レベルも不調和であり，口唇とも調和がと
れていない．

図 3　デンタルエックス線写真
治療途中の部位もあり，残根もみられる．
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2．ファーストプロビジョナルレストレーション
　初期治療により口腔内を悪化させている不良補綴装置
の除去を行い，咬合支持の得られるインプラントポジ
ションをシミュレーションしインプラントを埋入（図 6）．
　その後診断用ワックスアップをもとに咬合挙上された
プロビジョナルに置き換え経過を観察する（図 7）．

3．セカンドプロビジョナルレストレーション
　ファーストプロビジョナルレストレーションから評価
を行い，セカンドプロビジョナルレストレーションを作
製し咬合支持を与えていく（図 8）．その後 2 1 2 に抜
歯即時埋入を行う（図 9）．前歯部の即時埋入は臼歯部
である程度バーティカルストップを与え，前方へ滑らな
いようすることで埋入した部位に負荷を与えないよう注
意する．

　6 5にクラウンレングスニングを行い補綴スペースの
確保と歯肉レベルの調和を図る（図 10）．インプラント
部のアバットメントは第一小臼歯までを審美領域とし
 2 1 2 4ジルコニアアバットメントで作製， 6  ，5 6は強
度を重視しチタンアバットメントで作製した（図 11）．
チタンアバットメントは上部構造をモノリシックジルコ
ニアクラウンにする場合アバットメントの金属色の影響
を受けるので，維持力の効く範囲でジルコニアの厚みの
確保は必要である．
　補綴装置を作製する上で形成量の足りない箇所を模型
上にてマーキングし歯科医師に伝達する．モノリシック
ジルコニアクラウンといえどもクリアランスが少ない条
件下では破折のリスクが高くなってしまうので各メー
カーの推奨するクリアランスを下回らないよう注意が必
要である．

図 6　  4 6， 5 6 診断用ワックスアップからインプラント
シミュレーションを行い，適切な咬合支持の得られ
るポジションに埋入する．

図 5　補綴設計
　診断用ワックスアップから，咬合崩壊の原因であった既
存の補綴装置はジルコニアクラウンへ，欠損部にはインプ
ラント，4 3 2 1 1 2 3は咬合挙上に伴い CRにて形態修復
となった．

図 4　診断用ワックスアップから全顎的な治療ゴールのイメージを具現化する．
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4．ファイナルプロビジョナルレストレーション
　インプラント埋入や外科処置が終了し，下顎位に問題
がみられなければセカンドプロビジョナルレストレー

ションから評価を行い，ファイナルプロビジョナルレス
トレーションを最終的な補綴装置を踏まえて作製する
（図 12，13）．

図 8　セカンドプロビジョナルレストレーション
　ファーストプロビジョナルレストレーションから評価を行いセカンドプロビジョナルを
作製し咬合支持を与えていく．

図 7　ファーストプロビジョナルレストレーション
　初期治療により口腔内を悪化させている不良補綴装置の除去を行い，診断用ワックスアッ
プをもとに咬合挙上されたプロビジョナルレストレーションに置き換える．
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5．最終補綴装置
　ファイナルプロビジョナルレストレーションから正中
線，切端平面，スマイルライン，咬合平面，歯肉レベ
ル，アンテリアガイダンス，バーティカルストップ等を
評価し，審美，機能面に問題がなければその形態を最終
補綴装置に反映させていくが，本症例では上顎中切歯の
スキャロップの形態が左右で異なるので，1近心のフィ
ニッシングラインを歯肉縁下に形成し，クラウンを縁
下から立ち上げ豊隆を与えることで，左右が可能な限り
対象になるよう作製する．最終補綴装置を作製する際
ファイナルプロビジョナルレストレーションと同じ顎
位，咬合高径，切端の位置で作製できるように，咬合平
面板を用いてクロスマウントを行い，ワックスアップに
てオクルーザルコンタクトが適正に与えられるよう歯冠
形態を回復し，ダブルスキャンにてスキャニングを行っ
た（図 14）．
　最終補綴装置のジルコニアは患者の咬合力の強さと審

美性を考慮し，強度と透過度とのバランスに優れた単一
組成積層型高強度 PSZ（M4Y）である DDcubeONE 

ML（大信貿易）を使用した．前歯部ではジルコニアの
エナメル部分の透過度の高さから審美性を損なうことな
く切縁付近までカバーすることができるため，フレーム
形態を切縁のチッピングのリスクが軽減するよう考慮し
作製，陶材はセラビアン ZR（クラレノリタケデンタル）
を築盛した．臼歯部では補綴装置の強度の優先を考えモ
ノリシックジルコニアクラウンで作製し，セラビアン
ZR FCペーストステイン（クラレノリタケデンタル）に
よるエクスターナルステインで仕上げた．十数年前の
CAD／ CAMは再現性が甘くラボサイドでの仕上げま
での調整に時間がかかったが，近年はスキャナーやソフ
ト，ミリングマシンの精度が進んでおり，調整にかかる
時間が大幅に短縮されたと感じる（図 15，16）．
　最終補綴装置試適後，プロビジョナルと同じく，審美
性（色調，形態，顔貌からの正中線，切端平面，スマイ

a b c
図 9　抜歯即時埋入

a：2 ，デンタルエックス線写真　b：1  2，デンタルエックス線写真　c：診断用ワックスアップをもとにしたインプラ
ントシミュレーション
　前歯部の即時埋入は臼歯部である程度バーティカルストップを与え，前方へ滑らないようすることで埋入した部位に
負荷を与えないよう注意する．

図 10　 6 5にクラウンレングスニングを施し，補綴スペースの確保と歯肉レベルの調和を
図る．
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　その後は夜間のブラキシズムによるトラブル回避のた
めプロテクションスプリントを装着してもらうよう患者
に依頼した．

ルライン，咬合平面，歯肉レベル），機能性（アンテリ
アガイダンス，オクルーザルコンタクト）を評価し，問
題ないことを確認した後，最終補綴装置を装着していく
（図 17～ 21）．

図 11　ジルコニアアバットメント，チタンアバット作製
　インプラント部のアバットメントは第一小臼歯までを審美領域とし 2  1 2 4 はジルコ
ニアアバットメントで作製， 6 ， 5 6 は強度を重視しチタンアバットメントで作製した．
チタンアバットメントは上部構造をモノリシックジルコニアクラウンにする場合アバット
メントの金属色の影響を受けるので，維持力の効く範囲でジルコニアの厚みの確保は必要
である．

図 12　ファイナルプロビジョナルレストレーションの作製
　セカンドプロビジョナルレストレーションから評価を行い，最終的な補綴装置を踏まえ
て作製する．
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図 13　顔貌，口唇写真からの評価
　正中線，切端平面咬合平面に傾きはなく，口唇とも調和
がとれている．

図 14　 ワックスアップにて
オクルーザルコンタ
クトが適正に与えら
れるよう歯冠形態を
回復する．

a b c
図 15　本症例とは別症例

a： 患者の咬合力が強く，ジルコニアコーピングに陶材を築盛した箇所のチッピングによ
り咬合面をジルコニアに変え再製作となった．

b： ジルコニアを削り出した状態，10数年前の CAD/CAMの精度では調整に時間がかかっ
ていた．ピックアップ印象用に維持のためパターンレジンを頰舌側にもっている．

c：形態修正後，オクルーザルコンタクトを与えた状態． （補綴装置作製：石見晃一）

図 16　本症例とは別症例
　2009年に作製されたジルコニアクラウン．咬合力の強い患者は頰側，隣接面に陶材を
築盛し，ジルコニアで接触点を与えることで破折のリスクを軽減していた．
 （補綴装置製作：西浦啓之）
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図 19　最終補綴物装着時の前歯部
歯肉レベルも初診と比べ審美的に改善している．

図 20　良好なアンテリアガイダンス，適正なバーティカルストップが得られている．

図 17　最終補綴装置装着後
審美性，機能性ともに改善されている．

図 18　最終補綴物の顔貌，口唇写真
　顔貌からの正中線，切端平面，咬合平面に問題はみらず，口
唇に対しても調和している．
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ろうか．同じジルコニアでも従来型 TZP（3Y-HA）や
高透光性 TZP（3Y），透光性は高いが強度の低下した高
透光性 PSZ（5Y）や高強度 PSZ（4Y），またマルチレイ
ヤー型や混合組成積層型など強度や透光性もさまざまで
あり，補綴部位や大きさ，種類，また患者の咬合力や確
保できる補綴スペースなどにより選択が変わってくる．
そのためそれぞれの組成や特性を理解する必要があると
感じる．
　そういったマテリアル選択の自由度が高くなった今，
よりいっそう歯科医師と歯科技工士との連携はなくては
ならないものである．審査・診断には歯科医師だけでな
く歯科技工士も携わることで最終的なゴールのイメージ
を共有し，マテリアルの利点を最大限に活用できるよう
コミュニケーションを図り治療を進めることがよりよい
結果を生むカギであり，歯科治療において作製した補綴
装置により Longevityを得ることが目標である．

C．おわりに

　本稿ではインプラントを含むジルコニアでの咬合再構
成症例を解説させていただいた．咬合再構成でのモノリ
シックジルコニアの利点はチッピングや摩耗のリスクが
少なく，長期にわたってバーティカルストップが維持さ
れやすいという点にある．しかし下顎運動時に咬頭干渉
や早期接触があると，高強度なため顎関節に負担がかか
りやすくなる．そこで臼歯部における干渉を避ける咬合
面形態はもちろんのこと，治療計画を立てる段階，診断
用ワックスアップの際にアンテリアガイダンスでの臼歯
部離開咬合がしっかりと得られるかの診断が重要である
と考える．
　またジルコニアの進歩により臨床での応用の幅が広
がったが，同時にマテリアル選択の自由度も高くなり，
症例に応じて適切に選択していくことが大事ではないだ

図 21　最終補綴装置デンタルエックス線写真
適合，骨レベルに問題はみられない．
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ジルコニアフレームを使用した前歯部補綴修復症例

岩田歯科医院

岩田　　淳

歯科技工最前線 特集　「ジルコニアの臨床例」 

A．はじめに

　2000年代に入り日本においてもジルコニアが歯科医
療材料として認可されたことで，臨床でもジルコニアを
使用した補綴修復治療が広まってきている．ジルコニア
は強度，光透過性などで非常に優れた材料である．この
特性を生かし，咬合力が大きくかかる部位の補綴修復装
置として，また変色した支台歯色の遮蔽が必要な症例な
どに適応されている．またマテリアルスペースが少なく
強度が必要とされる症例や，技工コストなどの点からフ
ルジルコニアクラウン・ブリッジも応用されるように
なってきた．
　しかし高度な審美性が要求される場合，現時点ではレ
イヤリング陶材を併用したジルコニア補綴修復装置の方
が優れていると思われる．
　今回はレイヤリング陶材を併用したジルコニアクラウ

ンの臨床例を，治療ステップの解説とともに供覧させて
いただきたい．

B．症例概要

　患者は 20代女性． 1の色調不良と審美性回復を主訴
に来院．
　 1は失活歯であり，切縁側約 1/3は大きくコンポジッ
トレジンにより修復処置が行われていた．治療計画とし
て再根管治療，支台築造終了後，ジルコニアフレームに
レイヤリングを併用したジルコニアクラウンにて補綴修
復処置を行うこととした．術前の上顎両側中切歯の歯軸
はやや遠心に傾斜していたため，1近心隅角には無切削
でコンポジットレジンの添加を行い，上顎両側中切歯の
形態や歯軸に調和がとれるよう努めた．
　実際に臨床で行った治療のステップを，以下に示す
（図 1～ 24）．

図 1　 術前．患者は 20代女性． 1 の審
美性回復を主訴に来院．全顎的に
大きな歯列不正は認めないが，上
顎両側中切歯の歯軸はやや遠心に
傾斜していた．

図 2　 術前．上顎両側中切歯間の上部鼓
形空隙は大きく開いており，患者
は改善を希望された．

図 3　 口唇と歯の関係．上部鼓形空隙の
開きがやや大きく感じられた．
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図 4　 根管治療終了後．適切に根管充塡
が確認された後印象採得を行い，
ファイバーコアを作製する．合着
の際には確実な防湿のためラバー
ダム防湿を行った．

図 5　 ファイバーポストコア装着後，光
照射，重合を行った．

図 6　 1近心切縁隅角には，無切削でコ
ンポジットレジンの添加を行った．

図 8　 口腔内で作製したプロビジョナルレストレーショ
ンの調整，装着後

図 7　支台築造後，クラウンの支台歯形成を行った．

図 9　 プロビジョナルレストレーションで歯冠形態や歯
肉との調和を確認した後，印象採得を行うため 2

重圧排を行った．

図 10　 2本目に歯肉溝に挿入した圧排糸を除去し，印象
採得を行った．1回目に作製した石膏模型は最終
補綴装置作製用に保存しておき，2回目に作製し
た石膏模型でプロビジョナルレストレーション
を作製した．
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図 11　 ファイナルプロビジョナルレストレーション．
CAD/CAM用 PMMAディスク（ピュア PMMA

ディスク，クエスト）を削り出したものをカッ
トバックし，ハイブリッドレジン（セラマージ
ュアップ，松風）をレイヤリングした．

図 13　 ファイナルプロビジョナルレストレーション装
着後正面観

図 15　 プロビジョナルレストレーションを装着し，問
題がないことを確認した後，ジルコニアフレー
ムの作製，試適を行った．使用材料は，松風デ
ィスク ZR-SSカラード ピーチライト高透光性
TZP（3Y）．

図 12　 ファイナルプロビジョナルレストレーション装
着後

図 14　口唇と歯の関係も適切であると思われた．

図 16　 試適時には，内面のフィット，マージンの全周
の適合性を確認する必要がある．極細のファー
ケーションプローブを使用し，特に唇側歯肉縁
下の適合について確認を行った．
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図 17　 ジルコニアフレーム内面に水分を入れて支台歯
に試適した状態でシェード撮影を行った．撮影
時にはシェードタブと目標歯との距離や角度に
注意し，通常撮影時より ISO感度をわずかに低
く設定し，jpegと camera RAWの両方で記録を
行った．

図 19　再度シェード撮影を行った．

図 21　 ファイナルレストレーション．ジルコニアフレ
ーム用陶材にヴィンテージ ZR（松風）を使用 

（技工担当 爪坂達也氏：ルーセントデンタル 

ラボラトリー）

図 18　 ジルコニアフレームにステインを行った後に 2

回目の試適を行った．プロビジョナルと 1回目
の試適時に明度低下の可能性を感じたため，
VINTAGE ZR OPAQUE LINERのW1Oを一層ウ
ォッシュ後，VINTAGE Art Universalにて基本色
の調整を行った．

図 20　 ジルコニアフレームを試適した状態で，ピック
アップ印象を行った．

図 22　ファイナルレストレーション装着後
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C．おわりに

　補綴修復治療の長期的予後を得るためには，審美性の
評価のみではなく，機能性，構造力学的安定性，生物学
的安定性などを考慮して治療を進める必要がある．その
ためには支台歯形成を適切に行い，プロビジョナルレス
トレーションを使用し，評価を行うことが重要であると
思われる．
　また補綴装置製作を担当する歯科技工士サイドでも，
形態や色調の問題で再製作ができるだけ少なくなるよ
う，患者情報・治療方法・治療ステップなどを歯科医師
サイドと共有し，着実にゴールに向かっていけるように
することが望まれると考える．

参考文献

 1） 山﨑　治，高橋　健，都築優治 編著：歯科技工別冊
マテリアルセレクション　チェアサイドとラボサイド
の円滑なコミュニケーションのために，医歯薬出版，
東京，2020．

 2） 伴　清治　編著：CAD/CAMマテリアル完全ガイド
ブック　臨床に役立つ材料選択と接着操作，医歯薬出
版，東京，2017．

 3） 瓜坂達也：MASTERPIECE VINTAGE OPAL Porcelain

を使用した天然歯光学特性の模倣，QDT44（11）：
3-10，2019．

図 23　 ファイナルレストレーション装着後．歯冠形態
の連続性や歯肉との調和も適切であると思われ
た．

図 24　口唇と歯のバランスも適切であると思われた．
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学校法人山陽女学園
広島歯科技術専門学校

Hiroshima Dental Technical College

〒738-8504　広島県廿日市市佐方本町 1-1　　TEL：0829-32-1861　　FAX：0829-32-1861

http://www.sanyo.ac.jp/shika

1．沿　　革

　本校は，『未来に輝く人材を育成する』という理念を
教育目標に掲げる学校法人山陽女学園を母体とし，昭和
47年に広島県で最初の歯科技工士養成学校として創立
され，半世紀を迎えようとしています．
　眼前に望まれる厳島神社（通称宮島）は日本三景の一
つで，広島湾の海上に立つ美しい社殿は世界遺産に登録
されています．交通は JR山陽本線，広島電鉄宮島線の
沿線に位置し至便です．緑豊かな学園は閑静で絶好の教
育環境に恵まれています（図 1）．

2．教育理念

　教育基本法，学校教育法および歯科技工士法の定める
ところに従い，歯科技工に関する知識と技能を身につ
け，歯科医師，歯科衛生士とともに歯科医療に貢献でき
る人材を育成します．

3．教育目標

　1） 歯科医療従事者としての意識，心構えなどに関わ
る知識を習得する．

　2）歯科技工の基礎知識と技術を身につける．
　3） 実学を重視した実習指導を推進し，即戦力となる

人材を育成する．
　4） 地域の社会福祉に貢献できる人材を育成する．

4．教員構成

　6名の常勤教員と 11名の非常勤講師の合計 17名で構
成しています．
　専門科目は広島大学大学院医系科学研究科から講師を
招き講義をお願いし，「矯正歯科技工学」「小児歯科技工
学」は実習も担当しています．
　その他，最新のデジタル技工に関する分野では，実務
経験豊かな歯科技工士に講師を依頼しています．

5．学生数

　1学年定員は 35名で修業年限は 2年間としていま
す．男女共学で近年は男女比が 4：6と女性が増える傾
向にあります．さらに，大学卒業者や社会人経験者も毎
年入学しています．

6．教育カリキュラム

　基礎分野，専門基礎分野，専門分野の合計 76単位
（全科目必修）を修得します．
　基礎分野の英語においては歯科の専門用語など，造形
美術概論では主に色彩について，情報リテラシーではデ
ジタル技工に向けてコンピュータの使い方，コミュニ
ケーション学では学校内および卒業後の職場環境のなか
でのコミュニケーション等について学びます．
　また，専門基礎分野，専門分野では歯科技工の専門的
知識や技能を学び，実習では基礎的技術は基より，臨床
に則した模型を使用した授業や最新技術の CAD/CAM

技工等も行っています（図 2～5）．

学 校 紹 介

図 1　校舎外観
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7．学校行事

　4月初旬に入学式を行っています．学生同士や教員と
の親睦目的で新入生歓迎会や安芸の宮島の観光，桜満開

の造幣局広島支局の工場見学を，各年毎に 1，2年合同
で行っています．
　また，2年次の 9月には研修旅行として，歯科器材
メーカーの会社見学や観光（大阪 USJ）等を行い，学
生生活の思い出をつくっています（図 6，7）．

図 3　彫刻実習

図 4　義歯製作

図 6　造幣局工場見学

図 5　CAD/CAM実習

図 7　研修旅行

図 2　情報リテラシー授業
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　その他，広島大学病院での見学実習，歯科技工所によ
るインターンシップや技工所見学等を行い臨床現場を体
験しています．1，2年とも 9月には前期試験，1年次の
2月には後期試験，2年次の 11～12月には卒業試験を行
い，2月中旬の国家試験に臨んでいます．

8．就職活動

　2年次の 5月に就職意識の向上を目指し，就職ガイダ

ンスにおいて学生の意識・進路希望調査を行っています．
　その後，学内開催の合同会社説明会（図 8）を行い，
6・7月頃から本格的に就職活動の一環である会社見
学，インターンシップ等への参加が始まります．
　企業からの求人票は，学生がいつでも閲覧できるよう
になっており，進路担当者が就職相談にのり，学生一人
一人にあった就職先を一緒に考えています．

9．まとめ

　歯科技工士国家試験の合格率は 100％，就職率におい
ても 100％の実績を誇っています．
　歯科医療従事者としての心構え，歯科技工の基礎知識
と技術等を身につけ，実学を重視した実習指導を推進
し，即戦力となる人材と共に地域の社会福祉に貢献でき
る人材を育成することを心掛けています．
　また，卒業後も本校の同窓会と共同で，技術の向上に
努めるよう生涯研修の手助けをしています（図 9）．
　その他，地域のイベント「廿日市市主催の歯のなんで
も相談日」に積極的に参加し，一般の方々に歯科技工士
について知っていただく活動も行っています（図 10）．

図 9　生涯研修図 8　合同会社説明会

図 10　地域イベント
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東洋医療専門学校　歯科技工士学科
Toyo Medical College Dental Technician Course

〒532-0004　大阪府大阪市西宮原 1-5-35　　TEL：06-6398-2255　　FAX：06-6398-2202

https://www.toyoiryo.ac.jp

1．沿　　革

　本校は，職業人教育を通じて社会に貢献することを
ミッションに，昭和 54年 4月大阪市都島区において東
洋歯科技工学院を開校し，20余年にわたり歯科技工士
の養成を行ってきました．
　その後平成 12年 4月，現在地（新大阪駅近隣地）に
校舎を新築移転し，学校法人東洋医療学園を設立，校名
も新たに東洋医療専門学校として「救急救命士学科」を
併設し開校しました．歯科技工士学科を 3年制とし，一
層教育の充実を図り，より機能性の高い歯科補綴物の製
作，新しい技術を伴う審美歯科の基礎的な知識・技術の
修得を目指してきました．開校当初から，顎顔面補綴の
講義・実習をカリキュラムに組み入れ，現在も全国歯科
技工士教育協議会の認定証が取得できる授業を行ってい
ます．また，CAD/CAM実習も開校当初から行ってい
ますが実習内容はその後，業界のニーズを反映したもの
に変化しています．開校時は業界でもやっとジルコニア
が導入され始めた頃ですが，本校では CAD/CAM実習
でアルミナブロック（VITA）を用いてアルミナフレー
ムを製作していました．オールセラミッククラウン製作
実習ではそのアルミナフレームを用いて陶材を築盛し，
完成まで仕上げていました．現在はジルコニアディスク
を加工した実習になっています．

　他には顎顔面補綴，公衆衛生，情報処理，統計学，課
題研究が 3年制で組み入れた教科です．課題研究につい
てはグループに分かれてテーマをもって研究し，その成
果においては毎年開催される日本歯科技工学会学術大会
でポスター発表を行っています．
　平成 14年に「鍼灸師学科」，平成 17年に「柔道整復
師学科」が増設され，4学科共に各業界のニーズに添っ
た優秀な医療系スペシャリストの養成を目指しています．
　平成 26年 4月には，全学科が文部科学省において制
度化された ｢職業実践専門課程｣ の要件を満たし，認定
を受けて現在に至っています（図 1）．

2．教育理念

　現代の情報化時代に生きるには，国際感覚をもって現
実を見つめ，豊かで柔軟な感性と人格を身につけ，基本
的知識・技術を発展的に捉え，常に新しい技術を追求し
未来を見つめる心構えが必要であると考え，建学の理念
「実学教育」「人間教育」「国際教育」を柱に「主体」を
もって現代の社会で自己の未来を切り開いていく創造的
能力と，勇気と信念をもった人間の育成を教育の目標と
しています．

3．教育目標

　歯科技工士として歯科医療業界で活躍できることを期
待して入学してきた学生の夢を実現するために昼間部，
3年制の少人数ワン・トゥー・ワン指導による教育をし
ています．
　歯科技工士国家資格取得はもちろんのこと，社会人と
しての人格，職業人としての職業観をもち，専門性が高
く，進歩発展する歯科医療・歯科材料・および歯科技工
技術に対応できる基本的知識・技術を兼ね備えた人間性
豊かな歯科技工士の養成を目指しています．

4．教員構成

　専任教員は 5名ですが，他に非常勤講師として，実習

学 校 紹 介

図 1　学舎外観
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担当講師，講義担当講師，総勢 40数名で構成されてい
ます．
　実習担当講師は全員が歯科技工士免許を保有し，歯科
技工所の開業者と勤務者や歯科医院の勤務者で，全員が
臨床技工現場で活躍されています．講義担当講師として
は，大学病院や歯科医院で実務をされている先生が中心
です．

5．学生数

　1学年の定員は 30名で，修業年限は 3年です．大半
が高校新卒者ですが，大学卒業者や社会人経験者も修学
しています．
　本学科の卒業生は，東洋歯科技工学院卒業生が 21期
まで，東洋医療専門学校になってからは 18期生までが
卒業し，合計 1,074名となっています．

6．教育カリキュラム

　基礎分野，専門基礎分野，専門分野の合計 118単位を
修得します．
　本学科の教育目標を実現するために，歯科技工士とし
て，生涯学習の礎となる基礎教育に多くの授業を設けて

います．それに加え，高度な技術・知識を身につける専
門教育と人間的成長を支援するキャリア教育に基づく以
下のカリキュラムに取り組みます．
1）社会人基礎力，国際的視野を高める教育
　・情報科学（1，2，3年次）
　・公衆衛生学（3年次）
　・歯科英語，英会話（1，2年次）
　・海外メーカーでの実習・講義（2年次海外研修）
2）業界との連携により，即戦力として活躍するための
実践的な能力を身につける教育
　・CAD/CAM実習（1，2，3年次）（図 2）
　・オールセラミッククラウン実習（2年次）
　・メーカー，研究開発施設の見学（1，2年次）（図 3）
3）問題解決能力を育成するための課題研究の実施
　・歯科理工学実習（2年次）
　・統計学（2年次）
　・課題設定～実験・研究～抄録製作（3年次）
　・卒業研究発表会（3年次）（図 4）
4）歯科業界のニーズに対応した知識と技術を深化させ
るため専門教育
　・CAD-CAM実習（1，2，3年次）

図 2　CAD/CAM実習

図 3　メーカー見学

図 4　卒業研究発表会 図 5　顎顔面補綴学実習風景
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　・顎顔面補綴学 講義・実習（3年次）（図 5）
　・模擬臨床模型実習（2，3年次）
5）チーム医療での歯科技工のフィールドを担える責任
感を養う教育
　・コミュニケーション学（1年次）
　・模擬臨床模型実習（2，3年次）

7．学校・学科行事

　2020年度はコロナ禍の影響で，学校全体で感染予防
対策に努め，ほとんどの行事を中止せざるを得ませんで
したので，例年の行事を記すことにします．
　3月中旬，新入生は入学前オリエンテーションとして
プレ授業を行い，授業やクラスの雰囲気を知る機会を設
けます．4月初旬に入学式を終えると，学内オリエン
テーションと平常授業がスタートします．約 2週間後に
は一泊二日で学外研修に出向き，グループワーク（図
6）やバーベキューを行います．
　学年を超えて親睦をはかる行事には，年に 2回春と秋
に球技大会があります（図 7）．10月に開催されるテク
ニカルコンテスト（図 8）ではクラスメイトと技術で競
い合い，各学年の入賞者は保護者，来賓を招いた卒業研
究発表会の会場で楯の授与とともに表彰されます（図

9）．学園祭では，多くの模擬店や音楽イベントなどが盛
大に行われます．

8．就職活動

　本格的には，2年生の 4月から希望アンケ－トに基づ
いて個人面談を行い就職希望地の把握をします．希望に
応じて歯科技工所，歯科医院の見学や職場体験を開始し
ます．3年生は 4月からより具体的なアンケ－トに基づ
いて面談を行い，希望先を中心に求人票を一斉発送し，
ます．届いた求人票を閲覧させ，見学や職場体験（イン
ターンシップ）先，採用試験の受験先の選定を進めてい
き，就職決定に向けて活動を継続します．

9．まとめ

　開校以来 18年間，国家試験 100%合格，就職率 100%

を継続しています．今後も社会人としての人格，医療技
術者としての職業観をもち，専門性が高く，進歩発展す
る歯科医療・歯科材料および歯科技工技術に対応できる
基本的知識・技術を兼ね備えた人間性豊かな歯科技工士
の養成を目指していきます．

図 6　学外研修 図 7　球技大会

図 8　テクニカルコンテスト 図 9　表彰式
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株式会社トクヤマデンタル

1．会社概要
社　　名：株式会社トクヤマデンタル
創　　立：2001年 10月 1日
事業内容：歯科医療用器材の製造，販売，輸出入
所 在 地： 〒 110-0016東京都台東区台東 1-38-9 

イトーピア清洲橋通ビル 7F

TEL：03-3835-2260（代表）
URL：https：//www.tokuyama-dental.co.jp

2．主要製品 
　総合化学メーカー トクヤマグループの一員として，
化学の力をベースに独創的でお客様に感動していただけ
るような製品を高い品質で製造し，確実に皆様にお届け
することを通して世界中の人々の健康に貢献したいと考
えています．
　弊社の製品は，◆機能性分子設計技術◆重合触媒技術
◆表面界面制御技術◆無機粉体制御技術◆バイオケミス

トリー技術，これらのテクノロジーを融合して作られて
います．
1）コンポジットレジン
　・ 高審美／高強度の高速重合 CR「エステライトΣク

イック」，「エステライトユニバーサルフロー」（図
1）

2）ボンディング材，セメント
　・ マルチユースな歯科用接着材「ボンドマーライトレ

ス」
　・ CAD/CAM冠，ジルコニアにも強固に接着「エス

テセムⅡ」（図 2）
3）リベース・リライニング材
　・ 低発熱，低刺激，低臭気で選ばれ続ける「トクヤマ
リベースⅢ」（図 3）

　・シリコーン系弾性裏装材「ソフリライナータフ」（図 4）
4）印象材
　・ 計量，練和不要で経済的，衛生的なペーストアルジ

賛助会員紹介

図 1　エステライトユニバーサルフロー

図 3　トクヤマリベースⅢ

図 2　エステセムⅡ

図 4　ソフリライナータフ
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ネート印象材自動練和システム「トクヤマ APシス
テム」（図 5）

5）予防・衛生用品
　・ 印象体や石膏模型の表面を素早く除菌「トクヤマ 

デントジア 印象体除菌スプレー」（図 6）
6）即時重合レジン
　・ 仮歯の作製，義歯の修理に臭いを抑えた低発熱即重
「トクヤマキュアグレース」（図 7）

7）技工製品
　・保険 CAD/CAM冠用材料（Ⅱ）- 小臼歯用
　　 優れた研磨性，つやの持続「エステライトブロック
Ⅱ」（図 8）

　・保険 CAD/CAM冠用材料（Ⅲ）- 大臼歯用
　　高強度と劣化抑制「エステライト Pブロック」

3．私どもの社風
　①誰よりも情熱をもって事にあたること，②人まねで
はない独創的，創造的なモノづくり，コトづくりを推進
すること，③スピード感をもって決断，実行すること，

④お客様はもとより一緒に働く同僚や社会に対しても真
のサービス精神をもって行動することを社員一同のポリ
シーとして努力しております．

4．最新研究
　つくば研究所を研究開発の拠点として，斬新で優れた
独自技術を創出しています．最近では自社開発・製造の
「スープラナノ球状フィラー」を使用したシェードとい
う概念のないコンポジットレジン「オムニクロマ」（図
9）が誕生しました．歯科用コンポジットレジンでは初
めて顔料を使わずに「構造色」によって天然歯の色調を
再現，幅広い色調適合性を実現しました．この技術によ
り，1本で VITA16色に対応可能となりました．

5．歯科技工学会への取り組み
　学術大会での展示，学会誌への広告掲載だけでなく，
学会会員の皆さまに感動していただけるようなモノづく
り，コトづくりをさらに推進して参ります．今後とも何
卒よろしくお願い申し上げます．

図 5　トクヤマＡＰシステム 図 6　 トクヤマ デントジア 

印象体除菌スプレー

図 8　エステライトブロックⅡ

図 7　トクヤマキュアグレース

図 9　オムニクロマ
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株式会社東洋化学研究所

1．会社概要
社　　名：株式会社東洋化学研究所
設　　立：1948年 3月 30日（創業 1914年）
事業内容：歯科材料製造および販売
所 在 地： 〒 173-0004　東京都板橋区板橋 4-25-12 

TEL：03-3962-8811

2．主要製品
　歯科用金属，歯科技工材料，診療用材料を中心に製造
販売を行っております．
　金銀パラジウム合金は 1931年より先駆けて開発・販
売し，わが国の健康保険制度発足とともに保険適応され
ました．現在は「東洋パラジウムゴールド 12」（図 1）
として，多くのお客様にご愛用いただいております．
　併せて金銀パラジウム合金用鑞着材「東洋パラジウム
鑞」も販売しております．

　金合金は金・銀・銅の 3元素から成る生体親和性の高
い「東洋 18K・20K」（図 2）をはじめ，白金加金「キャ
スティングゴールドタイプ 4」等も揃えております．ま
た，「キャスティングゴールド 60・50・S」は「低カ
ラット金合金」という呼称を業界に作り出した，低カ
ラットでありながら黄金色を有する金属として好評をい
ただいております．
　銀合金は「パールホワイト（図 3）」シリーズを始め
として，第 1種・2種合わせて 5種類揃えております．
なかでも「東洋ハイシルバー（図 4）」はパラジウム 3％
含有しており，パラジウム鑞での鑞着が可能なロングス
パンブリッジ対応の銀合金です．
　歯科用研磨材は幅広い用途に対応できるように豊富な
種類を取り揃えております．ゴム製研磨材では東洋ポ
リッシングシリーズとしてポイント，ホイール，ジス
ク，スティックを用意しており，「東洋ビッグポリッシ

賛助会員紹介

図 1　東洋パラジウムゴールド 12 図 2　東洋鋳造用 18カラット金合金

図 3　パールホワイト 図 4　東洋ハイシルバー
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ングポイント」（図 5）ではアクリル研磨用，金属用，
ノンクラスプデンチャー用等を材質・砂粒サイズで選択
できます．「東洋ポリッシングホイール」各種はハード
～ソフトタイプまであり，ハードタイプの「285グ
レー」や「H-150」はコバルトクロムの研磨用としてご
支持をいただいております．その他「ポリッシングス
ティック」，「スピードホイール」「レジンポイント」「ルー
ジュ」などもご用意しております．
　歯科鋳造用埋没材では，鋳造面の滑沢さに定評のある
「東洋クリストバライト EF及び FIT」，ワックスジスク
や 3Dプリンター樹脂の鋳造を考慮した「東洋クリスト
バライト ONE」（図 6），鋳造物の掘り出しが容易なり
ん酸塩系高温埋没材「トヨベスト」があります．
　歯科用ワックスも用途に合わせ，「テクニカルワック
ス」「インレーワックス」などのキャスティングワック
ス（図 7），ほかにも「ユーティリティーワックス」
「ビースワックス」など多種品揃えしております．「シー
トワックス・ワイド」は 180mm× 90mmの大判タイプ
で BWG19から BWG32の 8種類の厚みをご用意してお
ります．「スプルーワックス」も用途に合わせて太さ，

形状をお選びいただけます．特にリンガルバー，パラタ
ルバータイプは独自の形体で多くのお客様にお使いいた
だいております．
　そのほか，揮発性のないワックス分離材「ブルーセッ
プ」，模型用スペーサー「カラーコート」など，さまざ
まな技工用製品の製造販売をしております．

3．わが社の社風
　企業理念として「独創性」を重視する観点からオリジ
ナリティを有したものづくりを，開発から製造・販売ま
で自社内で一貫して手掛け，高品質な製品の提供に努め
ております．そのために社員相互の情報共有，および一
人ひとりがお客様目線に立った対応を心掛けることで，
円滑な業務遂行に臨んでいます．また，長年の経験によ
り蓄積したノウハウを生かした数百品目にわたる製品群
で，多様な顧客ニーズに応える信頼性の高いものづくり
を実現しております．

4．最新の事業
　CAD/CAMや 3Dプリンター等のデジタル技術による
技工の補助となる研磨材やワックス製品の開発を進めて
おります．また，従来技術の鋳造冠や重合義歯製作用に
作業効率の上がる材料やコスト削減に繋がる製品の研
究・開発にも日々取り組んでおります．

5．歯科技工会への取り組み，展望など
　鍛造から鋳造，鋳造から CAD/CAM化へと歯科技工
業界の技術も時代と共に進化しております．弊社といた
しましては微力ではありますが，与えられた得意分野に
ある製品を責任をもってユーザーの方々に紹介させてい
ただき，先生方の診療の一助となるよう日本歯科技工学
会の活動に協力してまいります．

図 5　東洋ビッグポリッシングポイント

図 7　東洋インレーワックス・テクニカルワックス

図 6　東洋クリストバライト
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株式会社松風

1．会社概要
社　　名：株式会社松風
設　　立：1922年 5月 15日
事業内容：歯科材料および歯科用機器の製造・販売
所 在 地：本社〒605-0983 京都市東山区福稲上高松町11

TEL：075-561-1112（代）
URL：https//www.shofu.co.jp

2．主要製品
　弊社の主要製品は人工歯を筆頭に，研削・研磨材，充
塡用材料など，製品カテゴリーは多岐にわたっており，
また多くの海外拠点を通じて，世界 100カ国以上に製品
を提供しています．ここでは，日本国内で販売している
主な製品群をご紹介いたします．
1）人工歯
　弊社のアイデンティティである人工歯は，陶歯を始め

代表的硬質レジン歯の「エンデュラ」，「ベラシア SA」，
ロングセラーの「リアルクラウン」など幅広く製品ライ
ンアップを用意しています（図 1　ベラシア SA）．
2）研削・研磨材
　「松風ダイヤモンドポイント」，「松風カーボランダム
ポイント」，「松風シリコンポイント」など歯牙の切削
や，ジルコニア，金属などの補綴装置，コンポジットレ
ジンの研削，研磨などに，ご使用いただいている製品群
です（図 2　ジルコシャイン セレクトキット）．
3）歯冠修復用合成樹脂
　光重合型コンポジットレジン「ビューティフィル フ
ロー プラス X」， 歯冠用硬質レジン 「ソリデックス ハー
デュラ」，常温重合レジン「プロビナイス」などの製品
を販売しています（図 3　ビューティフィル フロー プ
ラス X）．

賛助会員紹介

図 1　ベラシア SA 図 2　ジルコシャイン セレクトキット

図 3　ビューティフィル フロー プラス X 図 4　アイスペシャル C-Ⅳ
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4）診療用器具・機械
　歯面清掃機能を備えた超音波スケーラー「メルサー
ジュ エピック 2in1」，PMTC用コードレスハンドピー
ス「メルサージュ プロ ソリッド」，大変ご好評をいた
だいているデジタル口腔撮影装置「アイスペシャル C-
Ⅳ」などの高性能機器を取り揃えています（図 4　アイ
スペシャル C-Ⅳ）．
5）技工用器具・機械
　咬合器「プロアーチシリーズ」，大いに盛り上がった
ラグビーワールドカップでも注目を集めた，スポーツ用
マウスガードを製作する 「モデルキャプチャー トライ」，
最大 40ユニットのジルコニア焼結が可能なファーネス
「オストロマット 674i」などを取り揃えています（図 5　 

オストロマット 674i）．
6）松風 S-WAVE　CAD/CAMシステム
　インターオーラルスキャナ「TRIOS 3」，デスクトッ
プスキャナー「松風 S-WAVEスキャナーシリーズ」，ミ
リングマシン「DWXシリーズ」，3Dプリンター「カー
ラプリント 4.0」などの機器の他，高透過性ジルコニア
ディスク「松風ディスク ZRルーセントスープラ」，
CAD/CAM冠用ハイブリッドレジンブロック「松風ブ
ロック HCシリーズ」などの材料を揃えています（図 6  

松風 S-WAVEスキャナー E4 RED）．

3．わが社の社風
　弊社の起源は，初代社長松風嘉定（三代）が，松風陶
歯製造株式会社を設立し，人工歯の製造販売および歯科
材料の研究開発を開始したことに始まります．創立当
時，日本では「入れ歯の歯」として陶歯が普及し始めた
頃で，創業者の松風嘉定が「日本人は日本人の造った歯
で米を食わねばならぬ」と，日本人の口元に合う，国産
高級陶歯の開発を成功させたことをはじめ，数々の「世
界初」，「日本初」の製品を生み出してきました．今後も
「創造的な企業活動を通じて世界の歯科医療に貢献する」
という経営理念のもと，創立 100周年を迎える 2022年
のあるべき姿の実現に向け，製品ラインアップの拡充，
事業の拡大に取り組んでいます．

4．最新の事業
　世の中におけるデジタル化の勢いは凄まじく，弊社も
遅れを取らぬよう，デジタル機器周辺材料の開発に注力
しています．また，セメントやコンポジットレジンなど
の化学製品の開発も引き続き盛んに行っており，高品質
な製品を皆様にお届けするため，日々邁進しています．

5．日本歯科技工学会への取り組み
　今年度の学術大会は，残念ながら現地開催が見送られ
ましたが，例年器材の展示や学会誌へ広告掲載を行って
います．今後も日本歯科技工学会とのリレーションシッ
プを通じて，皆様へさまざまな情報発信を続けます．

図 5　オストロマット 674i

図 6　松風 S-WAVEスキャナー E4 RED



編 集 後 記

　最近アメリカの大統領選挙が話題となっていたが，その集
会はまるでスーパースターの登場に湧き上がるコンサートの
ようである．なかでも対立する候補の支援者同士が衝突した
というニュースは強く印象に残っている．なぜそこまで熱く
なることができるのか？と不思議に思うのであるが，よく考
えてみれば国家の将来に関わる重要な選挙であれば応援する
候補者の集会で盛り上がるのはごく当たり前で，行き過ぎた
行為も熱い想いが溢れた結果であると解釈できなくもない．
自身に関していえば，投票所に行くのも億劫で，投票の時ま
で候補者の顔すらよく覚えていないこともある始末．逆の立
場からみれば，私のような人間こそ理解不能なのだろう．
　さて話は少し前に遡るが，ある講演会で聞いた言葉を思い
出した．パッション，ミッション，アクションの 3つが成功
の秘訣であるらしい．選挙に無関心の私でも，これには深く
共感した．南極点到達に成功した探検隊の一人が残した「探
検は知的情熱の肉体的表現である」（チェリー・ガラード，
1886-1959）という言葉を借りるなら，いささか「論文は知
的情熱の言語的表現である」（福井，1965-）といえなくも
ない．皆さまの情熱を歯科技工学会雑誌で表現してみません
か．
 （福井）

　統計解析とは統計（集められたデータ）を解析する（そこ
に含まれる意味を知る）ための方法または統計解析する作業
で す． 統 計 解 析 は 英 語 で Statistical analysisで す が，
Statisticsは Latin語の status（状態） を起源とし，それが国
家を意味するようになり 18世紀のドイツで今日の統計学を
意味する語が学術用語として誕生したようです．
　すべてのデータには形があります．定性的データ（カテゴ
リーデータ，質的データ）は計れないデータであり，定量的
データ（数値データ，量的データ）は計れるデータをいいま
す．グラフを見てデータ間に差があるかないかを判断するこ
とはできません．データ間を比較する場合，その差が本当に
意味のある差なのかどうかということを統計学的に検定しま
す．その裏付けとなる判断をするのが有意差検定（有意性検
定）です．適切な統計モデルを選択し，差がないとする確率
が非常に小さいと有意差があるといえます．この確率のこと
を危険率（p）といいます．危険率の 5％や 1％の有意水準
とは，5％や 1％の確率で差があるという判断は誤ります
よ，ということを意味します．
　身近に存在するデータを用いて統計解析を行ってみません
か？
 （中川）

編 集 委 員　　 中 川 正 史　　小 泉 寛 恭　　玉 置 幸 道 

福 井 淳 一　　村 田 秀 夫
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