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歯学の進歩・現状

「顎骨疾患プロジェクトからの情報発信」
３．デジタルファブリケーションが変える歯科医療

～基礎と臨床の架け橋ファブラボ TDC～

片倉 朗１）２）３） 松永 智１）２）４） 菅原圭亮１）２）３）

小髙研人１）２）５） 後藤多津子１）２）５）

はじめに

本稿は，「顎骨疾患プロジェクトからの情報発
信」として本事業の研究内容を含めて顎骨疾患に関
する情報をシリーズとして紹介する３項目となる。
本号では，デジタルテクノロジーの急激な進歩にと
もなって変革する歯科の近未来を俯瞰し，新しい歯
科治療を模索して橋渡し研究（トランスレーショナ
ルリサーチ）を行う「ファブラボ TDC」について紹
介する。さらに，最新デジタル機器を駆使して本学
の附属病院，あるいは連携する病院や歯科診療所の
先生方と一緒に取り組んでいる口腔顎顔面領域の疾
患の治療について概説する。

１．世界の潮流と歯科の近未来

アメリカの未来学者，アルビン・トフラーは，
１９８０年に出版された有名な著書「第３の波」の中
で，情報社会と呼ばれる産業革命以来の新しい世界
が誕生することを予見していた１）。この「第３の

波」こそがコンピュータやインターネット技術の急
激な進歩であり，「情報革命」と呼ばれている。「情
報革命」は，１万５０００年前に開始された農作に端を
発する農耕革命，１８世紀の産業革命に続いて，２０世
紀後半から起こった３度目の社会変革・構造変化で
あり，２１世紀においても世界規模で進行中である
（図１）。様々な機械や装置が「コンピュータ」と
「インターネット」によって双方向に接続されるこ
とで，誰でも「作品」の設計図をコンピュータに入
力し，実際に「ものづくり」できるようになったわ
けである。
これは企業にとっても驚異的なことであり，「生
産者」から提供される画一化された大量生産品を，
「消費者」が一方的に享受する時代から，自分の好
きなものを好きなタイミングでつくって，ときには
売ることができる世の中に変わり始めているという
ことを意味する。トフラーはこのような生産活動を
行う消費者のことをプロシューマー  prosumer（生
産者 producer と消費者 consumer とを組み合わせ
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図１ 情報革命による情報化社会の到来。第１の波は農業革命（新石器革命），第２の波は産
業革命である。コンピュータとインターネットの出現が，第３の波である情報革命を現
在進行形で進めている。

た造語）と呼んでおり，情報革命による社会構造の
変化をも示唆している。
第３の波は，いまや歯科分野にも押し寄せてい

る。歯科は元来，画像診断から印象採得，鋳造や重
合操作に至るまで，多くの三次元的な医療情報を効
果的に取得・利用するため，高い応用力が求められ
る。したがってデジタル機器との親和性は非常に高
く，医療情報を取り扱う部分をコンピュータに補助
させることで，治療の精度や安全性を飛躍的に高め
ることができる。また，印象材や石膏模型など，歯
科用材料が担ってきた役割をデジタルデータに置き
換えることで省スペース／エネルギーにつながり，
歯科医院の風景は更なる変化を遂げる。
現に，「デジタルデンティストリー」は開発と実

用化が並行して行われており，取り入れている諸兄
も多いのではないだろうか。光学スキャナを用いた
印象採得データはコンピュータに記録され，精密模
型データを使って技工設計が行われる。作製された
三次元造形用データはミリングシステムや３Dプリ
ンタに速やかに転送され，さらに進化したテーラー
メイドの修復物や補綴物が完成する。歯科にとって
馴染みの深いアルジネート印象材も石膏模型も，１０
年後の歯科医院からは消えてしまうかもしれないの
である。

そんな新しい歯科治療の中心に置かれるのは「コ
ンピュータ」であり，デジタル機器は「インター
ネット」によって時間や距離に関係なく，我々につ
ながることになる。歯科界のパラダイムシフトが
「情報革命」の一つとして現在進行形で起きている
と知覚・認識することこそが，近未来における歯科
医療の潮目を読むカギになるのである。

２．ファブラボ TDC

ファブラボのファブ（Fab）とは，「Fabrication（も
のづくり）」と「Fabulous（素晴らしい）」という２
つの意味が込められた造語であり，３Dプリンタな
どのデジタル機器を駆使して，ほぼあらゆるものを
つくることを目標としたラボのことを意味する２）。
ファブラボを身近なものに例えるならば，歯科医院
における「技工室」であろう。「技工室」は修復物の
ワックスアップや鋳造，義歯の埋没や重合など，歯
科技工士や歯科医師が様々なものを創り出す場所で
あることから，改めて歯科分野と「ものづくり」の
親和性の高さを再確認することができるはずである。
１０年ほど前からアメリカやカナダ，ヨーロッパの
顎顔面再建のスペシャルチームは挙って「医療系
ファブラボ」を設立し，運用を模索している（図
２）。「医療系ファブラボ」とは，デジタルデータを
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図２ 医療系ファブラボ（カナダのアルバータ大学・ミゼリ
コルディア病院 iRSM）の風景。手前側はクリーンルー
ムになっており PC によるオペレーションを，ガラスで
仕切られた奥は３Dプリンタをはじめとする数々のファ
ブリケーションツールが置かれている。

処理して，患者に有益な３Dデータをアウトプット
する病院内のラボのことを指す。デジタルデータ
は，光学／レーザースキャナ，メディカル  CTや
コーンビーム CTをはじめとするエックス線撮影装
置，MRI など，あらゆる三次元的な撮影によって
取得され，DICOMデータ（注：医療の場において
は，医用画像フォーマットとして  DICOM（digital
imaging and communications in medicine）として
出力されている）が再構築される。これを PC 上で
患者の歯や骨，筋や脂肪，血管や神経を分けて三次
元立体構築することで，患者本人にきわめて近い情
報を多く含む３Dデータを取得する。この３Dデー
タからは診断にきわめて重要な情報を引き出すこと
が可能であり，新たに修復物や補綴物，ガイドを設
計し，３Dプリンタで出力することができる。
東京歯科大学では２０１３年に学長のリーダーシップ

のもとで，日本初の医療系ファブラボである「ファ
ブラボ TDC」を設立し，最先端のデジタル機器を
駆使したテーラーメイド治療を実現に向けた取り組
みを行っている３）。現在ファブラボ TDCでは２台
の３Dプリンタ（Stratasys 社製 Objet２６０Connex，
ローランド社製  DWP-８０S）と光学スキャナ（GOM
社製ATOS）をはじめとする最新のデジタル機器を
有しており，日夜を問わず稼働中である。ファブラ
ボ  TDCが携わった症例は，２０１８年７月現在で２００
を優に超えており，口腔顎顔面手術の支援から総義
歯や保存修復のための基礎的研究，歯科麻酔学や歯
科放射線学のための解剖学的三次元構造の教育用な
ど，多岐にわたっている。発足当初はデジタルファ

ブリケーションの精度検証が主な研究課題だった
ファブラボ TDCの役割は，次第に臨床応用を目指
した新素材・新技術の開発という，臨床系と基礎系
の橋渡し研究を実現する「場」としての意義をもち
はじめている。具体的にいえば，ファブラボ TDC
の発足以来，臨床医と基礎研究者はお互いの講座ま
たはファブラボに集まり，多くのディスカッション
を重ねるようになった。ただ単にその時の症例につ
いて検討するだけではなく，臨床医の疑問や要望を
基礎研究者が知る機会を得ると同時に，臨床医は解
剖学をはじめとする基礎的知識を再確認して臨床に
還元する。これは講座単位で動いていた時代には考
えられなかった横のつながりが，東京歯科大学内に
作られたことを意味する。その中で，特に日進月歩
の発展をみせているいくつかの取り組みについて紹
介する。

３．ファブラボ TDCの取り組み

口腔外科領域では，ファブラボ TDCを活用して
実体模型や３Dデバイスの作製・開発・臨床応用を
行っている。実体模型の報告は１９８０年代から散見さ
れ，腫瘍や外傷などによる骨硬組織の変形の観察，
術前のモデルオペレーション，再建用金属プレート
の屈曲などが目的であった４）。実体模型の材質は石
膏が主で単色・不透明であることから顎骨内の観察
には不向きであったが，近年は３Dインクジェット
プリンタを用いて複数の樹脂の組み合わせにより病
変や下顎管，上顎洞などの内部にある解剖学的形態
も可視が可能な樹脂模型が主流となってきている。
樹脂模型は石膏模型よりも高い精度，強度，加工性
を有している。以上より，手術の手順・難易度の確
認，術者および介助者がより具体的に手術をイメー
ジすることが可能になり，加えて患者・家族への説
明が行いやすいという利点がもたらされた（図３）５）。
実体模型を用いたモデルオペレーションは現在でも
行われているが，モデルオペレーションの正確性や
実際の手術での再現性向上が必要であった。そこ
で，われわれはファブラボ TDCで作製した実体模
型上を用いて，新たな下顎頭の完全復位方法を開発
し報告した（図４）６）。
さらに，PC上でのヴァーチャルオペレーション

を術中に高精度に再現するための３Dジグデバイス

― ３ ―
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図３ ３Dインクジェットプリンタによる実体模型の作製
ａ 下顎右側大臼歯から下顎枝部のエナメル上皮腫
ｂ CTデータ上で病変（赤色）と下顎管（黄色）を描出
ｃ 実体模型：下顎骨を半透明の樹脂，病変と下顎管を白い樹脂で作製することで，内
部構造の確認が可能になる。

図４ 実体模型における新規の下顎頭完全復位法
ａ 下顎骨腫瘍と切除範囲を設定し上顎との位置関係を確認
ｂ 下顎頭を復位させるために切除断端と下顎頭に２つの突起を付与する。
ｃ ３Dプリンタで作製した凹凸を付与した実態模型

の開発も行っている。３Dジグデバイスは顎矯正手
術で最も多く使用され，その中でも Le Fort I 型骨
切り術に応用されている。Le Fort I 型骨切り術に
よる上顎骨移動・固定は，印象採得した模型で作製
するダブルスプリント法が用いられているが，この
方法では作製過程で誤差が生じ，術中に三次元的変
化を十分に再現出来ず，術者の経験に依存している
部分がある。我々は，CTデータをヴァーチャルオ
ペレーションし，設定した上顎骨切り線を再現する
カッティングデバイスと上顎骨移動後を再現したジ

グデバイスを３Dプリンタにて作製し手術に応用
し，術後 CTとの重ね合わせの精度検証で良い結果
を得ている（図５，６）。さらに２０１８年からは Virtual
Reality（VR）をヘッドマウントディスプレイ（HMD）
である Microsoft Ⓡ HoloLens を用いて術中の患者へ
投影し，上顎骨移動および術野の血管を描出し確認
を行っている（図７）。この手法は VR手術支援とい
われ，３Dセンサーや環境認識カメラを搭載した
HMDを装着し CGモデル（ポリゴン）を空間に投影
することにより手術の安全性や正確性を向上させる

― ４ ―
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図５ ３Dデバイスと VRを用いた新しい Le Fort I 型骨切り術

図６ ヴァーチャルオペレーションで設計し作製した３Dデバイス
ａ PC上でカッティングガイドを設計
ｂ PC上でジグデバイスを設計
ｃ 光学印象を用いて３Dプリンタで作製したバイトスプリント
ｄ カッティングガイド
ｅ 上顎骨の傾きを再現する３Dジグデバイス

ものである。消化器領域手術において応用され複雑 歯部歯原性腫瘍の症例である。パノラマエックス線
な内臓における内視鏡下手術の精度向上につながっ 写真で上顎左側前歯部から小臼歯部にかけて石灰化
ているが７），顎矯正手術をはじめとする口腔顎顔面 像を含む境界明瞭な単房性透過像を認めた。CTで
領域の硬組織の手術において VRを用いた精度向上 は，上顎洞，鼻腔に近接する類円形の透過性病変が
に関する研究は報告されていない。われわれは顎矯 認められ，内部には大小不同の石灰化様不透過像が
正手術のみならず，腫瘍切除術においても VR手術 みられた。腫瘍は鼻腔と上顎洞に近接しており，術
支援技術を応用している。図８に示すのは，上顎前 中鼻粘膜の損傷や上顎洞の開洞に注意を要した。腫

― ５ ―
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図７ VRを用いた Le Fort I 型骨切り術
ａ HoloLens 装着した術者と介助者全員で患者の VRを術中にシェアリング
ｂ 上顎骨移動を HoloLens を用いて患者と VRを確認している。
ｃ 患者に VRを術中に重ね合わせる。実際に HoloLens 装着した術者の視野に見えて
いる画像

図８ VRを用いた上顎腫瘍切除術
ａ 術者と介助者が HoloLens を装着し VRを確認しながら手術を行っている。
ｂ 腫瘍と鼻腔，上顎洞をそれぞれ色分けしてポリゴンを作成する。
ｃ 患者に VRを術中に重ね合わせる。実際に HoloLens 装着した術者が見ている画像

― ６ ―
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瘍・嚢胞の手術での手術範囲の決定は従来  CTや
MRI 等を参考に術前に検討し，実際の手術におい
ては術者の経験・技術に依存することが多かった
が，術前のヴァーチャルオペレーションデータをも
とに３Dプリンタで作製したカッティングガイドな
どを用いることにより手術の精度や安全性，再現性
を高めることが可能となる。本症例でもカッティン
グガイドを作製し，さらに術前 CTデータを用い腫
瘍（緑色）および鼻腔（黄色），上顎洞（ピンク色）をそ
れぞれ別の色で表示し HoloLens 用のポリゴンを作
成，手術計画を立案した。術中に HoloLens を通し
術者全員でシェアリングしたポリゴンを患者に重ね
合わせ手術を行った。術中に画像モニタを見るため
に術野から目を離すことはなく，予定通りの切除範
囲で手術を実施することが可能であった。術前 CT
が造影検査であった場合は，脈管の精密な描出が可
能になり，いずれの手術でも安全性の向上が望める
であろう。
補綴分野においては，三次元造形によって作製し

た義歯床粘膜面の適合性について精度検証を進めて
いる。３Dプリンタにて作製した義歯と従来の重合
法を用いて作製した義歯を，光学スキャナにて構造
解析した結果，３Dプリンタを用いてつくられた義
歯床は，従来法を用いて作られた義歯に匹敵する高
い精度を有していた（図９）。さらに，データ保管の
簡潔性，コピーデンチャー作製時の容易性などを鑑
みても，義歯作製に関する手法は数年内にデジタル

機器を取り入れた新しいものに刷新されていくのは
想像に難くない。

おわりに

我々は既存の医療系ファブラボをさらに進化さ
せ，基礎研究を速やかに臨床につなげることができ
る「進化型医療系ファブラボ」のプラットフォーム
構築を進行中である。顎骨疾患の病態理解を深め，
優れた診断・治療法を開発し，包括的口腔機能回復
の更なる推進を可能とするために特に力を入れてい
るのは，「力学機能」と「骨質」を考慮した歯科医
療の実現に向けた取り組みである（図１０）。生体力学
的観点から顎骨疾患を解析するため，病態メカニズ
ムの理解をさらに深めることだけではなく，バイオ
メカニクスの評価基準を設定する一助となりうるた
め，より科学的根拠に基づいた顎骨疾患の診断・治
療法の発展に貢献できる（図１１）。さらに，東京歯科
大学同窓の先生を中心に，多くの他病院や開業医の
方々にもご協力いただき，より大きな有機的連携が
生まれつつある。大学が取り組んでいる最先端技術
への挑戦をご理解いただき，東京歯科大学の「ブラ
ンド力」向上に寄与できれば幸いである。

本研究は「文部科学省私立大学ブランディング事業」の助
成を受けたものです。

著者の利益相反：開示すべき利益相反はない。

図９ 三次元造形の精度検証
ａ ３Dプリンタにて造形された全部床義歯の粘膜面。
ｂ 構造解析による精度検証。＋の部位は母模型に対して食い込んでおり，－の部位は母模
型との間に隙間が空いていることを表している。通常の重合法を用いたモデルに対しても
遜色ない精度を示した。

― ７ ―
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図１０ 力学機能および骨質解析８，９）

ａ 三次元有限要素法を用いた歯科インプラント周囲顎骨における荷重伝達経路の可視化。イ
ンプラント体から斜め下方に圧縮応力が，上方に引張応力が観察できる。

ｂ 下顎骨における骨質（生体アパタイト結晶の配向性）の違い。歯の直下では咬合方向に配向
性が高い（力学的強度が高い）のに対して，基底部では近遠心方向に対して高い配向性を示し
ており，長手方向に強い構造を呈していることがわかる。

図１１ 進化型医療系ファブラボプラットフォーム
の構築と応用
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