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Greeting ITI National Study Club Meeting 2016
Executive Committee

　第1回目のITI National Study Club Meetingが
開催されることとなりました。 ITI Study Clubは当初
より、トップダウン型の知識の普及ではなく、参加者自らが
思考し、実践し、ディスカッションを行った上で錬磨して
いくというボトムアップ型のパフォーマンスを目指して
きました。 このような小規模ながら継続した活動を、今回
全国レベルで結実させることができましたのは、ひとえに
皆様の支えによるものであり、深く感謝申し上げます。

　今回は「デジタルインプラントワークフロー」のテーマ
のもとに選抜された10名の演者がアップデートされた
知見を提示します。 デジタルは歯科界のテクノロジーに
革新的な変化をもたらしていますが、ことインプラント
歯学に関しては診断から補綴装置装着までの流れの全て
に密接に関係しており、技術を超えた基幹概念としての
認識が肝要と考えられます。 演者の方々のメッセージを
余すところなく受け取って頂くことを期待します。　　

　この企画を通して、ITIそしてそのメンバーのインプ
ラント歯学に対する理念と貢献が十分御理解頂けることと
思います。 学び考える場としてのITI Study Clubをこれ
からも御活用下さい。

SC北海道2

実行委員会

三上 格
SC東京2

新村 昌弘
SC静岡

池田 康男

SC奈良

林 秀一
SC福岡

山下 素史 都道府県順・敬称略

National Study Club Meeting 2016
実行委員会 実行委員長

塩田 真

ITI Study Club Coordinator

塩田 真

ITIスタディクラブ コーディネーター

ITIフェロー
SC東京3 ディレクター
東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科 インプラント・口腔再生医学分野 准教授
日本口腔インプラント学会 指導医・専務理事
日本顎顔面インプラント学会 指導医・運営審議委員
日本デジタル歯科学会 評議員
バイオインテグレーション学会 理事
日本補綴歯科学会 代議員
口腔病学会 評議員

ITI National Study Club Meetingに寄せて
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Session

Session 1

13：20～13：45

13：45～14：10

14：10～14：35

14：35～15：00

15：00～15：25

ストローマンガイドを用いて上顎前歯部骨造成部位にBLTインプラントの埋入を行った1症例

インプラントの光学印象とCAD/CAMによって製作したセラミック連結冠の装着を試みた1症例

口腔内スキャナーを用いたStraumann® ボーンレベルインプラントのスクリュー固定連結冠の製作

CARES® 3DガイドとgonyXTM ガイドの使い分けについての考察

CTデジタルワークフロー時のIncidental Finding～鑑別診断の重要性～

15：25～15：45 休憩

SC北海道１

SC岩手

SC東京SUN

SC千葉南

SCMM

坂本 渉

深澤 翔太

石浦 雄一

百瀬 康仁

小川 秀仁

モデレーター 新村 昌弘、池田 康男

Session 2

15：45～16：10

16：10～16：35

 

16：35～17：00

17：00～17：25

  

17：25～17：50

CARES® システムを用いたカスタムアバットメントの製作とジルコニアによる上部構造

上顎無歯顎インプラント治療にフラップレスサージェリーを行い
トリートメントエバリュエーション機能を使用して埋入精度を検証した症例の臨床的評価

造成を伴う上顎前歯部インプラント治療における骨および軟組織のCBCTによる評価

下顎片側遊離端欠損モデルでのガイデッドサージェリー正確性の改善のための戦略
～遠心支持インプラントの有用性～

あらゆる顕微鏡下口腔外科手術におけるストローマンガイドソフトウェアと
CARES® 連携の有用性の検討

SC静岡

SC愛知
 

SC大阪3

SC愛媛
 

SC福岡

谷津 慶亮

加藤 宙
 

中野 環

豊嶋 健史
 

柴原 清隆

モデレーター 林 秀一、山下 素史

開 催 日
会 場
  
  

テ ー マ
懇親会会場（無料）
 

主 催
運 営
    

問 い 合 わ せ 先
　
交 通 の ご 案 内

2016年11月23日（水・祝）
東京コンファレンスセンター品川
〒108-0075 東京都港区港南 1-9-36
アレア品川 5階　Tel.03-6717-7000

デジタルインプラントワークフロー
東京コンファレンスセンター品川 3階 
レストラン Something Delicious

ITIセクション・ジャパン
ITI National Study Club Meeting 2016
実行委員会
SC大会事務局
Tel.0120-338-755　Eメール.iti@ac-square.co.jp

参 加 方 法
www.iti.orgにアクセスし、ITInetに
ログインの上お申込みください。
 

www.iti-japan.orgにアクセスし、
お申込みください。

JR山手線、京浜東北線、東海道線、横須賀線、東海道新幹線等

Outline Schedule

JR品川駅港南口（東口）より徒歩2分

エアポート快特利用
羽田空港国内線ターミナル駅から京浜急行で最速14分

ITIメンバーの方

非メンバーの方

参加者の方へ
■ 受付

11月23日（水）12：30～ 5階ロビー　
指定用紙にお名前をご記入の上、受付にお渡し頂き、ネームカードをお受け取りください。

※事前に受講票等の送付はありません。

■ 懇親会受付
懇親会への事前申し込みは不要です。 直接、3階レストランへお越しください。

■ ネームカード着用のお願い
お名前をご記入の上、館内では必ずネームカードをご着用ください。

■ 喫煙について
5階ホール突き当りの喫煙ルームをご利用ください。

■ 駐車場について
地下1階の駐車場タイムズ24をご利用ください。（駐車料金は個人負担となります。）

アカデミック・スクエア株式会社内

Opening

13：00～13：10

13：10～13：20

開会の挨拶

開会の挨拶

ITIセクション・ジャパン チェアマン

ITIスタディクラブコーディネーター

船越 栄次

塩田 真

Closing 

17：50～18：00 閉会の挨拶 ITI教育監事 勝山 英明

Reception Dinner

18：30～20：30 優秀者発表・懇親会　会場 3階 レストラン Something Delicious 実行委員会 三上 格
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Speakers

SC北海道１

さかもと歯科
坂本 渉

ストローマンガイドを用いて上顎前歯部骨造成部位に
BLTインプラントの埋入を行った1症例

北海道医療大学歯学部歯学科卒業
鶴見大学歯学部附属病院卒後臨床研修プログラム1修了
さかもと歯科勤務
せたなホワイト歯科開業
ロマリンダ大学 歯学部インプラント科 プラクティカムコース卒業
さかもと歯科 勤務

2006年
2007年
2007年
2008年
2014年
2014年

〈略歴〉

ITIメンバー、日本歯周病学会 認定医、
AAID（アメリカインプラント学会）専門医、日本歯内療法学会 専門医

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

近年、前歯部審美領域におけるインプラントサイズ・ポジションの重要性に関して
多くの論文で報告されている。 コンピュータガイドシステムを用いたインプラント
サイズ・ポジションの決定は非常に有効な術前診査・診断の方法の一つであるとの
報告もされている。 そこで本症例は、前歯部の骨造成された歯槽骨へストローマン
ガイドを用いた埋入を検証した。 また、骨造成によって造られた歯槽骨へのイン
プラント埋入時は初期固定が得られにくいことからStraumann®BLTインプラント
を用いた。 BLTインプラントのガイド用ドリルがまだないためアダプテーション
テクニックにて埋入し、初期固定が得られるかの検証も行った。

SC岩手

岩手医科大学 歯学部 補綴・インプラント学講座
深澤 翔太

インプラントの光学印象とCAD/CAMによって製作した
セラミック連結冠の装着を試みた1症例

岩手医科大学歯学部卒業
岩手医科大学大学院歯学研究科 補綴・インプラント学講座所属

2013年
2013年

〈略歴〉

ITIメンバー、日本口腔インプラント学会、日本補綴歯科学会、
日本デジタル歯科学会、日本歯科審美学会、日本スポーツ歯科医学会、
日本臨床スポーツ医学会

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

近年、情報工学（Information technology:IT）の歯科治療への導入によって、
インプラント治療のワークフローは大きく変わろうとしている。 そのひとつである
口腔内スキャナーは、CAD/CAMシステムと併用することによって治療期間の
短縮、患者の身体的負担の軽減、材料費の節約、高いデータの再現性などが期待
されている。
一方、口腔内スキャナーから得られたデータの精度に関しては不明な点が多く、
インプラント治療への適用は単独歯欠損症例の一部に限られているのが現状で
ある。 今回我々は、口腔内スキャナーによるインプラントの光学印象採得を行い、
CAD/CAMによりオールジルコニアの連結冠を製作し、装着した症例について
報告する。

SC東京SUN

昭和大学歯学部 インプラント歯科学講座
石浦 雄一

口腔内スキャナーを用いたStraumann®

ボーンレベルインプラントのスクリュー固定連結冠の製作

昭和大学歯学部卒業
昭和大学大学院修了
昭和大学歯学部助手（第一歯科補綴学教室）
ドイツ・チュービンゲン大学　（歯科補綴・インプラント科） 留学
昭和大学歯学部講師（インプラント歯科学講座・医局長） 現職
マロ・クリニック東京（非常勤）

1995年
1999年
1999年
2007年
2012年
2013年

〈略歴〉

ITIメンバー、日本口腔インプラント学会 専門医、日本歯科補綴学会、
日本歯科審美学会 認定医、日本口蓋裂学会、日本歯科理工学会、
International College of Prosthodontists

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

インプラント治療において、口腔内の状況を口腔外へ持ち出す作業、すなわち印象採得
は非常に重要な意味を持つ。 特に複数のインプラントを連結して補綴する場合には
非常に高い精度が要求され、印象採得にも高い精度が必要となる。
近年、CAD/CAM技術の発展によりインプラント補綴ワークフローの大部分はデジタル
化してきたが、印象採得から作業用模型を製作する部分については未だシリコーン
印象材や石膏などを使用したアナログなフローであった。 しかし、口腔内スキャナーを
使用して印象採得を行えば、すべてのフローがデジタル化され、印象材や石膏などの
材料による寸法変化を排除できるため、より高い精度の補綴装置が製作可能であると
期待できる。 この度、口腔内スキャナーによる光学印象を使用してStraumann®インプ
ラントの印象採得を行う機会を得たので、その使用感を報告する。

SC千葉南

百瀬歯科医院
百瀬 康仁

CARES® 3Dガイドと
gonyXTM ガイドの使い分けについての考察

日本大学歯学部卒業
日本大学医学部付属板橋病院歯科口腔外科勤務
百瀬歯科医院勤務

2007年
2008年
2009年

〈略歴〉

ITIメンバー、日本口腔インプラント学会 専修医、
MAK member、CISJ active member

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

現在ストローマンガイドには３DプリンターによるCARES® 3Dガイドと技工士
の製作による ガイドがある。 それぞれの特徴を活かして使い分ける
必要があると考えている。
今回、ストローマンガイドを使用した4症例を通して、使い分けについて考察
した。 症例に応じて工夫する事で、サージカルガイドの精度を上げることが可能
であり、さまざまなシチュエーションに応じて安全で正確な処置が行えることが
示唆された。 今後は口腔内スキャナーを使用することでさらにデジタル化がさら
に進むと考えられる。

SCMM

おがわ歯科クリニック
小川 秀仁

CTデジタルワークフロー時のIncidental Finding
～鑑別診断の重要性～

日本歯科大学東京歯学部卒業1994年
〈略歴〉

ITIメンバー、日本口腔インプラント学会、日本歯科放射線学会  認定医、　
日本顕微鏡歯科学会  認定医、日本大学松戸歯学部放射線学講座 研究員、
CID club 理事、NPC、東京SJCD

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

近年のインプラント治療は、CT等のデジタル画像によるデジタルワークフローを
用いる手法が一般的になりつつある。 しかしながら、これらデジタルデータの画像
診断時のIncidental Findingの見逃しは増加傾向にある。 日本口腔インプラント
学会の示す2016年の治療指針のCAD/CAM技術を利用したインプラント治療の
ワークフローに記載されているように、治療に入る前に画像診断が先に位置付け
られ、その重要性が示されている。 日本大学松戸歯学部付属病院放射線科は、学内
および学外からのインプラント術前CT検査の依頼を受け、歯科放射線専門医が
読影所見の作成を行っている。 本報告は、過去6年の間にインプラントCT検査を
行った症例についてIncidental Findingにより見つかった病変の鑑別を臨床
統計学的に検討したので報告する。

SC静岡

zahntechnik WeLT

谷津 慶亮
CARES® システムを用いたカスタムアバットメントの製作と
ジルコニアによる上部構造

zahntechnik WeLT 代表
〈略歴〉

CARES® パートナーラボ、WIELAND社 認定ラボ、
BPS 認定技工士（Ivoclar Vivadent社）

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

今回、カスタムアバットメントのデザインに際し設計ソフトはCARES® のvisualを
用いた。
従来、医院ラボ間の情報伝達は、ワックスアップ主体であった。 CADにより、メール
等を介して歯科医師とのコミュニケーションが容易となり、サブジンジバルカン
トゥアーに歯科医師の意図が、直接的に反映されることが可能となってきた。 
完成系のイメージを具現化し、このイメージ画を歯科医師に送信することは容易な
ことである。 具体的にシミュレートされた3D画像は歯科医師にとっても最終
イメージを容易につかみやすく、誤差の少ないコミュニケーションツールとして
有意義な手段であると考えられる。
今回は、CADがもたらした優位性と問題点を症例を通して紹介する。

SC愛知

医療法人藤和会 加藤歯科医院
加藤 宙

上顎無歯顎インプラント治療にフラップレスサージェリーを行い
トリートメントエバリュエーション機能を使用して
埋入精度を検証した症例の臨床的評価

東京歯科大学卒業
Doi Dental Clinic 
医療法人藤和会 理事長

2000年
2000年
2006年

〈略歴〉

日本口腔インプラント学会 専門医、　 
American Academy of Implant Dentistry Associate Fellow、 
Academy of Osseointegration Active member、 
American Academy of Periodontology Active member

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

近年、日本では高齢化が進み今だに65歳以上の1割程度が無歯顎者である。 無歯
顎患者のインプラント治療の需要は増加傾向にあり、高齢者への負担の少ない
治療が必要とされている。 特に基礎疾患を持つ高齢者への負担軽減として
フラップレスサージェリーは、外科的侵襲も低く手術時間も短縮できるため安心
して手術が行える。
しかし一方で、その正確性が問われている。 そこで今回はプランニングソフト
ウェアやサージカルガイド等のデジタルツールを活用することにより、どれだけ
正確に埋入精度を得られるかを1症例を通して評価したので報告する。

SC大阪3

大阪大学大学院 歯学研究科 顎口腔機能再建学講座
中野 環

造成を伴う上顎前歯部インプラント治療における
骨および軟組織のCBCTによる評価

大阪大学歯学部卒業
大阪大学大学院歯学研究科博士課程修了（歯学博士）
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座助教

1992年
1996年
2004年

〈略歴〉

日本口腔インプラント学会 専門医・指導医、
日本補綴歯科学会 専門医・指導医、日本歯科審美学会 認定医

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

上顎前歯部インプラント治療において審美的に安定した長期予後を得るためには、
上部構造装着時にインプラント体頬側に十分な組織量を獲得する必要がある。 
そのためは埋入だけでなく骨、軟組織の造成処置が必要となる場合が多い。 しかし、
埋入に加えて造成処置を併用した場合の術前後の骨、軟組織を同時に評価した
報告はなく、インプラント体頬側にどの程度の骨、軟組織が獲得されているかは
明らかでない。
そこで今回、コーンビームCT（以下CBCT）撮影により得られた顎骨データの重ね
合わせを行うことで、術前と上部構造装着時のCBCT画像の比較を行い、インプ
ラント体頬側の骨および軟組織量の評価を行った。

SC愛媛

医療法人社団 新樹会 豊嶋歯科医院
豊嶋 健史

下顎片側遊離端欠損モデルでのガイデッドサージェリー正確性の
改善のための戦略～遠心支持インプラントの有用性～

九州大学歯学部卒業
九州大学歯学部歯学研究院卒業
エアランゲン＝ニュルンベルグ大学口腔外科リサーチフェロー
ヨハネス＝グーテンベルグ大学マインツ口腔外科リサーチフェロー、ITIクリニカルスカラー
九州大学病院顎顔面口腔外科助教
医療法人社団 新樹会 豊嶋歯科医院 勤務、香川大学医学部口腔外科非常勤講師
神奈川歯科大学大学院高度先進口腔医学講座インプラント・歯周病学分野客員教授

2001年
2005年
2005年
2007年
2009年
2015年
2016年

〈略歴〉

ITIフェロー、日本口腔外科学会認定 口腔外科 専門医、
日本口腔インプラント学会 専門医

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

サージカルガイドの動きを制限し、ガイデッドサージェリーの正確性を向上する
遠心支持インプラント（DTI）の有用性について、下顎片側遊離端欠損モデルを
用いて検討した。 実験群では、48部にDTI埋入後に45、47部にインプラントを
埋入し、対照群では45、47部にインプラントのみを埋入した。 シミュレーションと
埋入したインプラントの3次元的変位を計測し、両群の正確性を比較したところ、
実験群の47部での変位が有意に小さかったことから、下顎片側遊離端欠損モデル
でのDTIの有用性が示唆された。
発表ではこれを踏まえて、デジタルインプラントワークフローにおけるガイデッド
サージェリーの正確性に影響を及ぼす因子を考察する。

SC福岡

柴原歯科医院
柴原 清隆

あらゆる顕微鏡下口腔外科手術における
ストローマンガイドソフトウェアとCARES® 連携の有用性の検討

長崎大学卒
佐賀医科大学口腔外科勤務
長崎大学大学院卒
長崎大学顎・口腔再生外科学助教
立山歯科医院勤務、長崎大学非常勤講師
花等歯科医院副院長
柴原歯科医院院長

2000年
2000年
2006年
2006年
2009年
2010年
2014年

〈略歴〉

ITIメンバー、日本口腔外科学会、日本口腔インプラント学会、
日本顎顔面インプラント学会、日本再生医療学会、日本顕微鏡歯科学会、
日本口腔診断学会、日本コンピュータ外科学会、九州臨床再生歯科研究会、
福岡歯周病研究会（FPRS）、European Association for Osseointegration

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

手術用顕微鏡が歯内療法をはじめとして歯科に臨床応用されるようになり、イン
プラント埋入術をはじめとする口腔外科処置にも少しずつ広がりを見せている。 
顕微鏡下口腔外科手術はミクロな視野で非常に細かい作業を可能にし組織を
愛護的に扱うことができる一方、マクロな解剖学的位置の把握やインプラント
埋入方向の制御等が難しい傾向にある。 当院ではその欠点を補うべく全ての
症例において術前にストローマンガイドソフトウェアにて診査・診断を行い綿密
な手術計画を立案している。またインプラント治療においてはCARES® との併用
を行い理想的なポジションに補綴を行うことが可能になった。 今回はそれらの有用
性について検討を行ったので、症例を供覧しながら概要を報告する。

Session 1 Session 2



Speakers

SC北海道１

さかもと歯科
坂本 渉

ストローマンガイドを用いて上顎前歯部骨造成部位に
BLTインプラントの埋入を行った1症例

北海道医療大学歯学部歯学科卒業
鶴見大学歯学部附属病院卒後臨床研修プログラム1修了
さかもと歯科勤務
せたなホワイト歯科開業
ロマリンダ大学 歯学部インプラント科 プラクティカムコース卒業
さかもと歯科 勤務

2006年
2007年
2007年
2008年
2014年
2014年

〈略歴〉

ITIメンバー、日本歯周病学会 認定医、
AAID（アメリカインプラント学会）専門医、日本歯内療法学会 専門医

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

近年、前歯部審美領域におけるインプラントサイズ・ポジションの重要性に関して
多くの論文で報告されている。 コンピュータガイドシステムを用いたインプラント
サイズ・ポジションの決定は非常に有効な術前診査・診断の方法の一つであるとの
報告もされている。 そこで本症例は、前歯部の骨造成された歯槽骨へストローマン
ガイドを用いた埋入を検証した。 また、骨造成によって造られた歯槽骨へのイン
プラント埋入時は初期固定が得られにくいことからStraumann®BLTインプラント
を用いた。 BLTインプラントのガイド用ドリルがまだないためアダプテーション
テクニックにて埋入し、初期固定が得られるかの検証も行った。

SC岩手

岩手医科大学 歯学部 補綴・インプラント学講座
深澤 翔太

インプラントの光学印象とCAD/CAMによって製作した
セラミック連結冠の装着を試みた1症例

岩手医科大学歯学部卒業
岩手医科大学大学院歯学研究科 補綴・インプラント学講座所属

2013年
2013年

〈略歴〉

ITIメンバー、日本口腔インプラント学会、日本補綴歯科学会、
日本デジタル歯科学会、日本歯科審美学会、日本スポーツ歯科医学会、
日本臨床スポーツ医学会

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

近年、情報工学（Information technology:IT）の歯科治療への導入によって、
インプラント治療のワークフローは大きく変わろうとしている。 そのひとつである
口腔内スキャナーは、CAD/CAMシステムと併用することによって治療期間の
短縮、患者の身体的負担の軽減、材料費の節約、高いデータの再現性などが期待
されている。
一方、口腔内スキャナーから得られたデータの精度に関しては不明な点が多く、
インプラント治療への適用は単独歯欠損症例の一部に限られているのが現状で
ある。 今回我々は、口腔内スキャナーによるインプラントの光学印象採得を行い、
CAD/CAMによりオールジルコニアの連結冠を製作し、装着した症例について
報告する。

SC東京SUN

昭和大学歯学部
石浦 雄一

口腔内スキャナーを用いたStraumann®

ボーンレベルインプラントのスクリュー固定連結冠の製作

昭和大学歯学部卒業
昭和大学大学院修了
昭和大学歯学部助手（第一歯科補綴学教室）
ドイツ・チュービンゲン大学　（歯科補綴・インプラント科） 留学
昭和大学歯学部講師（インプラント歯科学講座・医局長） 現職
マロ・クリニック東京（非常勤）

1995年
1999年
1999年
2007年
2012年
2013年

〈略歴〉

ITIメンバー、日本口腔インプラント学会 専門医、日本歯科補綴学会、
日本歯科審美学会 認定医、日本口蓋裂学会、日本歯科理工学会、
International College of Prosthodontists

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

インプラント治療において、口腔内の状況を口腔外へ持ち出す作業、すなわち印象採得
は非常に重要な意味を持つ。 特に複数のインプラントを連結して補綴する場合には
非常に高い精度が要求され、印象採得にも高い精度が必要となる。
近年、CAD/CAM技術の発展によりインプラント補綴ワークフローの大部分はデジタル
化してきたが、印象採得から作業用模型を製作する部分については未だシリコーン
印象材や石膏などを使用したアナログなフローであった。 しかし、口腔内スキャナーを
使用して印象採得を行えば、すべてのフローがデジタル化され、印象材や石膏などの
材料による寸法変化を排除できるため、より高い精度の補綴装置が製作可能であると
期待できる。 この度、口腔内スキャナーによる光学印象を使用してStraumann® インプ
ラントの印象採得を行う機会を得たので、その使用感を報告する。

SC千葉南

百瀬歯科医院
百瀬 康仁

CARES® 3Dガイドと
gonyXTM ガイドの使い分けについての考察

日本大学歯学部卒業
日本大学医学部付属板橋病院歯科口腔外科勤務
百瀬歯科医院勤務

2007年
2008年
2009年

〈略歴〉

ITIメンバー、日本口腔インプラント学会 専修医、
MAK member、CISJ active member

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

現在ストローマンガイドには３DプリンターによるCARES® 3Dガイドと技工士
の製作によるgonyX™ ガイドがある。 それぞれの特徴を活かして使い分ける
必要があると考えている。
今回、ストローマンガイドを使用した4症例を通して、使い分けについて考察
した。 症例に応じて工夫する事で、サージカルガイドの精度を上げることが可能
であり、さまざまなシチュエーションに応じて安全で正確な処置が行えることが
示唆された。 今後は口腔内スキャナーを使用することでさらにデジタル化がさら
に進むと考えられる。

SCMM

おがわ歯科クリニック
小川 秀仁

CTデジタルワークフロー時のIncidental Finding
～鑑別診断の重要性～

日本歯科大学東京歯学部卒業1994年
〈略歴〉

ITIメンバー、日本口腔インプラント学会、日本歯科放射線学会  認定医、　
日本顕微鏡歯科学会  認定医、日本大学松戸歯学部放射線学講座 研究員、
CID club 理事、NPC、東京SJCD

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

近年のインプラント治療は、CT等のデジタル画像によるデジタルワークフローを
用いる手法が一般的になりつつある。 しかしながら、これらデジタルデータの画像
診断時のIncidental Findingの見逃しは増加傾向にある。 日本口腔インプラント
学会の示す2016年の治療指針のCAD/CAM技術を利用したインプラント治療の
ワークフローに記載されているように、治療に入る前に画像診断が先に位置付け
られ、その重要性が示されている。 日本大学松戸歯学部付属病院放射線科は、学内
および学外からのインプラント術前CT検査の依頼を受け、歯科放射線専門医が
読影所見の作成を行っている。 本報告は、過去6年の間にインプラントCT検査を
行った症例についてIncidental Findingにより見つかった病変の鑑別を臨床
統計学的に検討したので報告する。

SC静岡

zahntechnik WeLT

谷津 慶亮
CARES® システムを用いたカスタムアバットメントの製作と
ジルコニアによる上部構造

zahntechnik WeLT 代表
〈略歴〉

CARES® パートナーラボ、WIELAND社 認定ラボ、
BPS 認定技工士（Ivoclar Vivadent社）

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

今回、カスタムアバットメントのデザインに際し設計ソフトはCARES® のvisualを
用いた。
従来、医院ラボ間の情報伝達は、ワックスアップ主体であった。 CADにより、メール
等を介して歯科医師とのコミュニケーションが容易となり、サブジンジバルカン
トゥアーに歯科医師の意図が、直接的に反映されることが可能となってきた。 
完成系のイメージを具現化し、このイメージ画を歯科医師に送信することは容易な
ことである。 具体的にシミュレートされた3D画像は歯科医師にとっても最終
イメージを容易につかみやすく、誤差の少ないコミュニケーションツールとして
有意義な手段であると考えられる。
今回は、CADがもたらした優位性と問題点を症例を通して紹介する。

SC愛知

医療法人藤和会 加藤歯科医院
加藤 宙

上顎無歯顎インプラント治療にフラップレスサージェリーを行い
トリートメントエバリュエーション機能を使用して
埋入精度を検証した症例の臨床的評価

東京歯科大学卒業
Doi Dental Clinic 
医療法人藤和会 理事長

2000年
2000年
2006年

〈略歴〉

日本口腔インプラント学会 専門医、　 
American Academy of Implant Dentistry Associate Fellow、 
Academy of Osseointegration Active member、 
American Academy of Periodontology Active member

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

近年、日本では高齢化が進み今だに65歳以上の1割程度が無歯顎者である。 無歯
顎患者のインプラント治療の需要は増加傾向にあり、高齢者への負担の少ない
治療が必要とされている。 特に基礎疾患を持つ高齢者への負担軽減として
フラップレスサージェリーは、外科的侵襲も低く手術時間も短縮できるため安心
して手術が行える。
しかし一方で、その正確性が問われている。 そこで今回はプランニングソフト
ウェアやサージカルガイド等のデジタルツールを活用することにより、どれだけ
正確に埋入精度を得られるかを1症例を通して評価したので報告する。

SC大阪3

大阪大学大学院 歯学研究科 顎口腔機能再建学講座
中野 環

造成を伴う上顎前歯部インプラント治療における
骨および軟組織のCBCTによる評価

大阪大学歯学部卒業
大阪大学大学院歯学研究科博士課程修了（歯学博士）
大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能再建学講座助教

1992年
1996年
2004年

〈略歴〉

日本口腔インプラント学会 専門医・指導医、
日本補綴歯科学会 専門医・指導医、日本歯科審美学会 認定医

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

上顎前歯部インプラント治療において審美的に安定した長期予後を得るためには、
上部構造装着時にインプラント体頬側に十分な組織量を獲得する必要がある。 
そのためは埋入だけでなく骨、軟組織の造成処置が必要となる場合が多い。 しかし、
埋入に加えて造成処置を併用した場合の術前後の骨、軟組織を同時に評価した
報告はなく、インプラント体頬側にどの程度の骨、軟組織が獲得されているかは
明らかでない。
そこで今回、コーンビームCT（以下CBCT）撮影により得られた顎骨データの重ね
合わせを行うことで、術前と上部構造装着時のCBCT画像の比較を行い、インプ
ラント体頬側の骨および軟組織量の評価を行った。

SC愛媛

医療法人社団 新樹会 豊嶋歯科医院
豊嶋 健史

下顎片側遊離端欠損モデルでのガイデッドサージェリー正確性の
改善のための戦略～遠心支持インプラントの有用性～

九州大学歯学部卒業
九州大学歯学部歯学研究院卒業
エアランゲン＝ニュルンベルグ大学口腔外科リサーチフェロー
ヨハネス＝グーテンベルグ大学マインツ口腔外科リサーチフェロー、ITIクリニカルスカラー
九州大学病院顎顔面口腔外科助教
医療法人社団 新樹会 豊嶋歯科医院 勤務、香川大学医学部口腔外科非常勤講師
神奈川歯科大学大学院高度先進口腔医学講座インプラント・歯周病学分野客員教授

2001年
2005年
2005年
2007年
2009年
2015年
2016年

〈略歴〉

ITIフェロー、日本口腔外科学会認定 口腔外科 専門医、
日本口腔インプラント学会 専門医

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

サージカルガイドの動きを制限し、ガイデッドサージェリーの正確性を向上する
遠心支持インプラント（DTI）の有用性について、下顎片側遊離端欠損モデルを
用いて検討した。 実験群では、48部にDTI埋入後に45、47部にインプラントを
埋入し、対照群では45、47部にインプラントのみを埋入した。 シミュレーションと
埋入したインプラントの3次元的変位を計測し、両群の正確性を比較したところ、
実験群の47部での変位が有意に小さかったことから、下顎片側遊離端欠損モデル
でのDTIの有用性が示唆された。
発表ではこれを踏まえて、デジタルインプラントワークフローにおけるガイデッド
サージェリーの正確性に影響を及ぼす因子を考察する。

SC福岡

柴原歯科医院
柴原 清隆

あらゆる顕微鏡下口腔外科手術における
ストローマンガイドソフトウェアとCARES® 連携の有用性の検討

長崎大学卒
佐賀医科大学口腔外科勤務
長崎大学大学院卒
長崎大学顎・口腔再生外科学助教
立山歯科医院勤務、長崎大学非常勤講師
花等歯科医院副院長
柴原歯科医院院長

2000年
2000年
2006年
2006年
2009年
2010年
2014年

〈略歴〉

ITIメンバー、日本口腔外科学会、日本口腔インプラント学会、
日本顎顔面インプラント学会、日本再生医療学会、日本顕微鏡歯科学会、
日本口腔診断学会、日本コンピュータ外科学会、九州臨床再生歯科研究会、
福岡歯周病研究会（FPRS）、European Association for Osseointegration

〈所属学会/スタディクラブ/資格〉

手術用顕微鏡が歯内療法をはじめとして歯科に臨床応用されるようになり、イン
プラント埋入術をはじめとする口腔外科処置にも少しずつ広がりを見せている。 
顕微鏡下口腔外科手術はミクロな視野で非常に細かい作業を可能にし組織を
愛護的に扱うことができる一方、マクロな解剖学的位置の把握やインプラント
埋入方向の制御等が難しい傾向にある。 当院ではその欠点を補うべく全ての
症例において術前にストローマンガイドソフトウェアにて診査・診断を行い綿密
な手術計画を立案している。またインプラント治療においてはCARES® との併用
を行い理想的なポジションに補綴を行うことが可能になった。 今回はそれらの有用
性について検討を行ったので、症例を供覧しながら概要を報告する。
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（95€）ITI Annual Dinner
パーティーなど特典付きパッケージツアーを企画

Straumann Villeret 工場見学ツアーも！ JAPAN NIGHT：
ストローマン・ジャパン設立10周年記念パーティー　

Straumann主催シンポジウムパーティー 

2017年5月3日（水） ～19:30
2017年5月2日（火）発～8日（月）着
2017年5月3日（水）発～8日（月）着 2017年5月4日（木） ～19:00

2017年5月5日（金） ～19:30

シンポジウム参加ツアーのご案内

生体細胞を使ったロボットや人間とコンピューターインタフェイスの融合の限界に挑戦している研究者で、
1998年には自身の腕にコンピュータチップをインプラント（移植）した世界初の人間として注目を集めました。 

基調講演

イブニングイベント

TEL 03-5657-0675　 FAX 03-5657-0635　 Eメール iti-ws2017@jtbcom.co.jp　 受付時間 月～金 9:15～17:30／土日祝休業
お問い合わせ先  ITIワールドシンポジウム2017日本事務局〈担当：塩見〉

ITI
World
Symposium
Basel
May 4–6

20
17

Key factors for 
long-term success.
www.iti-japan.org/ws2017/

「脳を持つサイボーグとロボットー医療の未来？」
ケビン・ワーウィック教授 ロボット工学のパイオニア　サイバネティックス学教授

プログラム詳細はこちらから

www.iti-japan.org/ws2017/contacts/

2017 5 4年 月 日 ～（　）木 （　）土6日

長期成功のためのキーファクター

ITI ワールドシンポジウム 2017
Basel, Switzerland




