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はじめに
米国食品医薬品局（FDA）の医療機器・放射線保健センター（CDRH）は、
デジタルヘルス技術の進歩を支援する「デジタルヘルス・イノベーション行動
計画」⚑を立案し、無線医療機器、モバイル医療アプリケーション、医療 IT、
遠隔医療、医療機器データシステム、医療機器の相互運用性、ウェルネス等を
注力テーマとして掲げた。2017年に発表されたこの行動計画により、大手 IT
系企業が医療領域に本格参入することが予想された。今年に入り、Google は医
療分野の人工知能（AI）に独自の方法で取り組み、ウェアラブル技術を応用し
て医療健康分野に進出している。また、Apple はカリフォルニアに「AC Well-
ness」という自社医療機関を設立し、Apple Watch と iPhone を利用した予防
医学や健康増進に取り組んでいることは周知の事実である。
歯科領域においてもデジタルソリューションの活用は欠かせないものとなっ
ている。近年では、医科領域と同様に検査機器から得られた情報やX線写真、
MRI などの画像データを用いて深層学習（Deep Learning）による画像診断の
精度に関する検討がなされ始めている。一方、歯科臨床の現場では、咬合関係
あるいは咀嚼機能の回復にデジタルソリューションがすでに活用されている。
この背景には、歯科用 CAD/CAM（Computer aided design/Computer aided
manufacturing）システムの普及とハイブリッドレジンおよび高強度セラミッ
クであるジルコニアの精密加工が可能になったことが挙げられる。
著者らは、日常臨床において補綴（咬合）治療を行う際に、顎運動測定装置
および CAD/CAMシステムを用いて対応する場合がある。本稿では、咬合が
崩壊した咀嚼障害症例に対して咬合再構成（Oral rehabilitation）を行う際に用
いるこれらデジタルソリューションの概要について紹介する。

デジタルデンティストリー
歯科領域においてもデジタル化の流れは加速度的に広がりをみせている。デ
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ジタル化された歯科医療のことはデジタルデンティストリー（Digital dentis-
try）と呼ばれ、その応用は医科領域と同様に多岐にわたる⚒､⚓。デジタル X
線、歯科用CBCT（Cone beam CT）等の医療画像の処理および診断プログラム
の開発。CAD/CAMシステム、3Dプリンター、口腔内スキャナー等の機器を
使用した補綴（咬合）治療および口腔外科手術の実践と方法論の構築。あるい
はオフィスのマネジメントなど、歯科診療に関わる多くの場面で用いられてい
る。

症例および治療計画
症例は、約10年前から歯周病の進行に伴い、歯の動揺、咬合時の違和感およ
び疼痛を自覚しており、咀嚼障害および審美障害に対する治療を希望し、当科
を受診した。初診時における口腔内の状況は、左側臼歯部については下顎大臼
歯が欠損し、上顎の対合歯は挺出し動揺を認めた。右側臼歯部については上下
顎大臼歯部ともに動揺が認められ、特に下顎大臼歯部の咀嚼時痛を訴えていた。
また、上顎前歯部についても動揺が認められ、中切歯は正中離開を伴っていた
（図⚑）。
口腔内診査・画像検査をもとに、上顎については最終的な歯冠補綴装置⚔（歯
の被せ物のことで、歯冠部硬組織の先天的あるいは後天的原因により生じた欠
損並びに審美的障害に対して、形態・機能・審美性を回復する目的で応用され
る修復物の総称）として⚖⑤④③②⚑ ①②③④⑤⑥⑦フルアーチのブリッジ
を装着、下顎については⚖⑤④ および ④⑤⚖ブリッジによる補綴（咬合）
治療を行うこととした。

図⚑ 症例の初診時における口腔内

デジタルソリューションを用いた補綴（咬合）治療のワークフロー
デジタル顎運動測定装置および CAD/CAMシステムを用いてブリッジを作
製し、補綴（咬合）治療を行う際のワークフローを図⚒に示す。
補綴（咬合）治療を行うにあたり、術前の顎運動をデジタル顎運動測定装置
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図⚒ デジタルソリューションを用いた補綴治療におけるワークフロー
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により測定し、新たに設定する咬合の参考とする。また、上下顎の印象採得を
行い、プロビジョナルレストレーション⚕（仮歯のことで、最終的な補綴治療を
行う前に歯周病治療、予防歯科治療あるいは審美性の確認などの各段階で、プ
ライマリー、セカンダリー、ファイナルなど口腔内に適応するよう咬合調整お
よび形態修正を行い、最終歯冠補綴装置に反映させるための治療用歯冠補綴装
置、以下：プロビ）の作製を行う。次に、支台歯形成⚖（回転切削器具を用いて
対象歯を歯冠補綴装置に適応した形態に切削・形成する行為）を行い、プライ
マリー・プロビを装着し、機能性・審美性を考慮して調整を行う。調整の終了
したファイナル・プロビを装着した状態および撤去した状態で印象採得を行い、
歯列模型を作製する。作製した模型の3D 形状データをラボスキャナーを用い
て取得する。これとは別の方法として、近年では口腔内光学印象スキャナーを
用いた光学印象法の開発が進んでおり、印象採得および歯列模型の作製を必要
とせず、口腔内の形態情報を取得することも可能になっている。
歯冠補綴装置のデザインは、下顎の運動方向や量を反映させたうえで CAD
システムを用いて行う。この際、各種デジタルソリューションを使用すること
により、様々なパターンでのデザインが可能となる。例えば、十分に調整され
たファイナル・プロビの3D形状データを取得し、復元機能（Pre Operation）を
用いて歯列模型の形状データ上に複写することにより最終歯冠補綴装置をデザ
インすることが可能である。また、CADシステムにバーチャル咬合器が搭載
されている機種では、歯列模型を半調節性咬合器に装着したような動きをコン
ピュータ上で再現してデザインする⚗。さらに、歯列形状データをデジタル顎
運動測定装置から得た⚓次元的な顎運動データをもとに動かし、機能的な咬合
面形態をデザインすることも試みられている⚘､⚙。
従来、歯冠補綴装置は歯科技工士がワックスを用いて原型を製作し、金属を
溶解して鋳造さらには歯科用セラミックスを盛り上げ・焼成して成形、すなわ
ちハンドメイドで作製している。しかし、デジタルソリューションを用いた製
作過程は全く異なるものとなっている。例えば、プロビの作製には、切削加工
用レジンを用いてCAMシステムにより加工・作製する。また、最終歯冠補綴
装置の作製には、非鋳造用チタン合金あるいは切削加工用セラミックスが用い
られる。
本症例は、審美障害だけでなく咀嚼障害に対する治療についても希望してい
た。そこで、歯科技工士がハンドメイドで作製したプライマリー・プロビ、
CAD/CAMシステムを用いて作製したファイナル・プロビおよび最終歯冠補
綴装置をそれぞれ装着した時点での機能状態について評価を加えた。評価項目
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は、咀嚼機能を反映する咬合接触状態およびグミゼリー咀嚼時のグルコース溶
出量10とした。咬合接触状態については、咬頭嵌合位11（上下顎の歯列が最も多
くの部位で接触し、安定した状態にあるときの顎位）における歯列全体の咬合
接触点数および面積を咬合接触検査材および歯接触分析装置を用いて測定した
（図⚓）。その結果、咬合接触点数および面積は、プライマリー・プロビでは13
点および19.6mm2、ファイナル・プロビでは18点および17.7mm2、最終歯冠補
綴装置では20点および18.2mm2であった。また、グミゼリー咀嚼時のグルコー
ス溶出量を指標とした咀嚼能力検査では、咀嚼能力検査装置を用いて、グルコー
ス含有グミを20秒間咀嚼させ測定した（図⚓）。その結果、プライマリー・プロ
ビでは183mg/dl、ファイナル・プロビでは174mg/dl、最終歯冠補綴装置では
213mg/dl であった。
健常有歯顎者を対象として咬合接触検査法の信頼性を検討した報告12では、
咬合接触点数および面積は約39点および19mm2であったとしている。本症例
では、接触点数については少ない値を示したものの、接触面積については健常
者の値と比較して治療の各ステージの値はともに同等であることがわかった。
また、グミゼリー咀嚼後のグルコース溶出量は、健常有歯顎者では150mg/dl
以上との報告13があることから、本症例は治療の各ステージにおいて健常者と
同等以上の咀嚼能力を発揮できていることが示され、咀嚼機能の回復という観
点から今回の治療は、良好な結果が得られたものと考える。

図⚓ 咀嚼機能検査装置

補綴（咬合）治療におけるデジタル化のメリット
補綴（咬合）治療を行ううえで、下顎運動の計測、支台歯形成、印象採得、
咬合採得、模型作製および歯冠補綴装置の作製は、アナログ操作（従来法）に
より行われてきた欠かせないステップであった。しかし、アナログによる方法
では、シリコーン印象材を用いて支台歯の印象を採得し、作業模型を製作する
までの段階で、印象材の重合収縮、模型材の硬化膨張という⚒段階のエラーが
生じる。そのため、エラーをいかに減じるのかが課題となっていた。
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光学印象法は、直接口腔内をスキャンすることにより、材料の重合収縮や硬
化膨張をキャンセルすることができるため、理論上は適合の良い歯冠補綴装置
を製作することが可能となる。口腔内スキャナーによる光学印象の精度および
再現性に関しては多くの研究報告がなされており、従来法と比較して同等ある
いはそれ以上のデータが示されている14-16。現時点では、一般臨床に普及して
いるとは言い難いが、近未来的に口腔内スキャナーは歯科医療において一般的
なデジタルソリューションになるものと思われる。

まとめ
補綴（咬合）治療の進化には、歯冠補綴装置を作製する過程でのエラーの削
減法の確立が必須となる。デジタルソリューションの活用は、科学的根拠に基
づく予知性の高い治療を実現するうえでの一つの方向性を示すことになるであ
ろう。
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