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緒 言

コンピュータ支援による歯科補綴治療は急速に普
及している。その中でも歯科用CAD/CAMシステ
ム（CAD/CAMシステム）は，クラウンブリッジ補
綴やインプラント補綴の上部構造の製作に使用さ
れ，広く普及するようになってきた１，２）。
有床義歯の分野においても，義歯設計や義歯床レ

ジン造形にCAD/CAMシステムが少しずつ応用さ
れ始めている３，４）。特に全部床義歯においては，レジ
ンブロックのミリング法やレジンインクによる３D
プリント法による製作が可能になり，臨床にも応用
され始めている５）。一方，局部床義歯は構成要素も
多く，フレームワークが義歯床に組み込まれる構造
のため，複雑な形態になることが多い。現在フレー
ムワークと義歯床を別々にデザインし，各々をデジ

タル加工した後に最終的に両者を一体化させる製作
方法が試みられている６，７）。また局部床義歯の金属部
分の構成要素について，既存のロストワックス法と
CAD/CAMシステムを用いた２種類の製作方法で
製作し，これらの寸法や適合の精度比較を行った研
究によれば，CAD/CAMシステムで良好な結果が
得られている８－１１）。そのため，局部床義歯において
も今後はCAD/CAMシステムを応用した義歯製作
が普及していくと考えられる。
一方歯学教育に目を向けると，CAD/CAMシス

テムに関する内容がすでに要綱にも導入されてお
り，平成２８年度に改定された歯学教育モデル・コ
ア・カリキュラムには「CAD/CAMを用いたクラ
ウン製作法を説明できる」ことが学修目標に加わっ
た１２）。加えて平成３０年度版歯科医師国家試験出題基
準にもクラウンブリッジ補綴学領域において，「口
腔内スキャナー」「CAD/CAMによる製作」項目が
加わった１３）。クラウンブリッジ補綴学領域において
は，CAD/CAMシステムを利用した治療の体系的
な理解を目的とした実習の教育効果が報告されてい
る１４）。
現在の歯学生が歯科医師として活躍する頃には，

CAD/CAMシステムを用いた局部床義歯の製作が
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一般的になっていることが予想されるため，CAD/
CAMシステムについて歯学生が理解を深めること
が求められる。しかし，CAD/CAMシステムを用
いた局部床義歯の設計については，教育方法が確立
されていないのが現状である１５，１６）。
当科はこれまで，４年生の臨床基礎実習および５

年生の臨床実習において，サベイヤーを用いた局部
床義歯の設計実習を行ってきた。しかし，サベイ
ヤーを用いた設計実習では，完成後の補綴装置のイ
メージがつきにくいことや，立体的な把握が必要な
構造部位の設計が難しいことが問題となってい
た１７，１８）。そこで，義歯設計に関する学生の理解を高
めることを目標に，２０１７年度から新たにコンピュー
タによる義歯の設計システム（以下CADシステム）
を利用した設計実習を開始した。
本研究では，局部床義歯設計実習における学生の

理解度向上を目指した学習システムを構築するため
に，従来法であるサベイヤーを用いた設計実習（サ
ベイヤー実習）に加え，新たにCADシステムを用
いた設計実習（CAD実習）導入し，教育効果の検討
を行うことを目的とした。

方 法

１．対象者
２０１７年度東京歯科大学第５学年登院生１３６名のう
ち，実習を欠席した３名を除いた１３３名を対象とし
た。対象者全員に対し，文書で本研究の内容を説明
し同意を取得し実施した。病院実習では学生はロー
テーションに合わせて５班に分けられており，各班
が補綴科実習に回ってくる毎に，研究への参加を依
頼した。１班（約３０名）を出席番号順で２グループに
分け，第１グループ，第２グループとした。その結
果，通年で第１グループは６５名，第２グループは６８
名となった。第１グループは１日目にCAD実
習，２日目にサベイヤー実習を，第２グループは１
日目にサベイヤー実習，２日目にCAD実習を実施
した。１日目と２日目の実習間隔は１～２週間とし
た。なお，本研究は，東京歯科大学倫理審査委員会
の承認を得て実施した（東京歯科大学倫理審査委員
会承認番号８３２）。

２．局部床義歯の設計
局部床義歯の設計症例には，下顎Kennedy Ⅱ

級１類の部分欠損歯列を選択した。設計内容は，サ
ベイヤー実習とCAD実習とも同一とし，金属床義
歯のフレームワーク（右側第二小臼歯にRPI クラス
プ，左側第一小臼歯にエーカースクラスプ，左側第
二大臼歯にリングクラスプ，大連結子はリンガル
バー）とした。サベイヤー実習では，硬質石膏模型
（MIS３００４－L-PL－２８，ニッシン）上で，マイクロ
サベイヤー（マイクロサベイヤーコンパス，デンツ
プライシロナ）を用いてフレームワークの外形線の
記入を行った。この実習では学生１人が１症例を担
当した。CAD実習では，サベイヤー実習で用いた
石膏模型と同一のものを歯科用スキャナー（松風 S-
WAVE スキャナーD２０００，松風）でスキャンし，
得られたデータをもとに設計用ソフト（松風 S-
WAVE デンタルシステムプレミアム Remov-
able Partial DesignTM，松風）上でフレームワークの
デザインを作成した。この実習では，学生２人が１
台のパソコンを共有し１症例を担当した。

３．アンケート調査
実習の流れを図１に示す。学生の理解度の把握の

ため，各実習の終了時にアンケート調査を行った。
第１グループは，CAD実習後に最初のアンケート
調査（C－１アンケート）を実施し，その後サベイ
ヤー実習を行い２度目のアンケート調査（S－１ア
ンケート）を行った。第２グループは，サベイヤー
実習後に最初のアンケート調査（S－２アンケート）
を実施し，その後CAD実習を行い２度目のアン
ケート調査（C－２アンケート）を行った。用いたア

図１ 各グループの実習の流れとアンケートの取得時期
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ンケートの一部を図２に示す。アンケートの内容は
同一内容であり，局部床義歯の設計に関する１８項目
を設定し，項目ごとの理解度をVisual Analog
Scale（VAS）法を用いて評価した。VASでは，１００
mmの直線上の左端に「理解できなかった」の状
態，右端に「理解できた」の状態を設定し，理解の
程度を直線上にマークするよう指示した。各項目に
ついて左端からのマークまでの長さを計測し，理解
度を０から１００までの間で数値化した。

４．統計分析
１）実習方法の違いによる理解度の相違
実習方法の違いによる理解度の相違を検討する目

的で，CAD実習を１日目に行った第１グループ（C
－１アンケート）と，サベイヤー実習を１日目に
行った第２グループ（S－２アンケート）との間で理
解度を比較した。アンケート１８項目の合計，および
各項目に関する両グループ間の比較を，Mann-
Whitney の U検定を用いて行った。
２）実習方法の順番が理解度に与える影響
実習方法の順番が理解度に与える影響を検討する

目的で，サベイヤー実習を２日目に行った第１グ
ループ（S－１アンケート）と，CAD実習を２日目
に行った第２グループ（C－２アンケート）との間で
理解度を比較した。

さらに，１日目のサベイヤー実習がその後の
CAD実習に与える影響を検討する目的で，CAD実
習を１日目に行った第１グループ（C－１アンケー
ト）と，CAD実習を２日目に行った第２グループ
（C－２アンケート）との間で理解度を比較した。同
様に，１日目のCAD実習がその後のサベイヤー実
習の理解度に与える影響を検討する目的で，サベイ
ヤー実習を最初に行った第２グループ（S－２アン
ケート）と，サベイヤー実習を２日目に行った第１
グループ（S－１アンケート）との間で理解度を比較
した。
いずれも，アンケート１８項目の合計，および各項

目に関する両グループ間の比較を，Mann-Whit-
ney の U検定を用いて行った。
統計処理には統計ソフト（IBMⓇ SPSSⓇ Statistics

１９，日本 IBM）を用い，有意水準は５％に設定し
た。

結 果

１．実習方法の違いによる理解度の相違
CAD実習を１日目に行った第１グループ（C－１

アンケート）と，サベイヤー実習を１日目に行った
第２グループ（S－２アンケート）との間でVASス
コアを比較した結果，アンケート１８項目の合計につ
いて，C－１，S－２の中央値はそれぞれ１５０１と

図２ アンケート用紙（一部抜粋）
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１４２９であり，統計的分析では両グループ間に有意差
は認められなかった（P＝０．３０）。

２．実習方法の順番が理解度に与える影響
サベイヤー実習を２日目に行った第１グループ

（S－１アンケート）と，CAD実習を２日目に行っ
た第２グループ（C－２アンケート）との間でVAS
スコアを比較した結果，アンケート１８項目の合計に
ついて，S－１，C－２の中央値はそれぞれ１５３８と
１４６０であり，統計的分析では両グループ間に有意差
は認められなかった（P＝０．１０）。
また，CAD実習を１日目に行った第１グループ

（C－１アンケート）とCAD実習を２日目に行った
第２グループ（C－２アンケート）との間でVASス
コアを比較した結果，アンケート１８項目の合計につ
いて，C－１，C－２の中央値はそれぞれ１５０１と
１４６０であり，統計的分析では両グループ間に有意差
が認められなかった（P＝０．４５）。一方，サベイヤー
実習を１日目に行った第２グループ（S－２アン

ケート）と，サベイヤー実習を２日目に行った第１
グループ（S－１アンケート）との間で同様の検討を
行った結果，S－２，S－１の中央値はそれぞれ
１４２９と１５３８であり，最初にサベイヤー実習を行った
グループよりも，CAD実習を最初に行ってからサ
ベイヤー実習を行ったグループの方が高い値を示
し，統計的分析では両グループ間に有意差が認めら
れた（P＜０．０５）。１８項目の各項目について両グルー
プ間で比較を行った結果，「維持格子の形態」「エー
カース鉤（維持腕）の走行」「リング鉤の走行」「内
フィニッシュラインの位置」「外フィニッシュライ
ンの位置」の５項目で，CAD実習を最初に行って
からサベイヤー実習を行ったグループの方が高い値
を示し（表１），統計学的分析で両グループ間に有意
差が認められた（P＜０．０５）。

考 察

義歯の設計の理解度に関する１度目のアンケート
結果では，CAD実習を最初に行ったグループの方

表１ S－２と S－１のアンケート結果の比較

S－２ S－１ P－value
Significant
Difference

着脱方向に対するアンダーカット領域 ８０．０（６７．０－９０．０） ８４．０（６９．０－９４．０） ０．２１ NS
ブロックアウトの意義 ８４．５（７２．５－９２．３） ８４．０（７４．０－９２．０） ０．８６ NS
リリーフの意義 ８４．０（６７．８－９１．０） ８３．０（７５．０－９２．０） ０．４９ NS
鉤尖部のアンダーカット量 ８０．０（６６．８－９１．３） ８５．０（７６．０－９３．０） ０．１３ NS
レストの形態 ８１．０（７１．８－９４．０） ８４．０（７５．０－９５．０） ０．４３ NS
隣接面板の形態 ７９．０（６５．８－９１．３） ８３．０（７３．０－９２．０） ０．３０ NS
小連結子の形態 ７８．０（６６．５－９０．５） ８４．０（７４．０－９２．０） ０．２６ NS
大連結子の形態 ８３．０（６７．０－９２．０） ８６．０（７９．０－９３．０） ０．１５ NS
維持格子の形態 ７７．５（６２．３－９１．０） ８６．０（７８．０－９１．０） ０．０３ ＊
ティッシュストップの形態 ８３．５（６９．０－９４．５） ８７．０（７９．０－９４．０） ０．１９ NS
メタルタッチの位置 ８３．０（６５．５－９２．５） ８７．０（７９．０－９４．０） ０．０７ NS
エーカース鉤（維持腕）の走行 ７９．０（６８．８－９１．０） ８７．０（７６．０－９６．０） ０．０２ ＊
エーカース鉤（把持腕）の走行 ７９．０（６８．０－９１．３） ８５．０（７３．０－９５．０） ０．０８ NS
リング鉤の走行 ７７．５（６７．８－８９．３） ８６．０（７３．０－９５．０） ０．０３ ＊
Ｉバーの走行 ７９．０（６９．０－８９．３） ８５．０（７４．０－９３．０） ０．１１ NS
内フィニッシュラインの位置 ７６．５（６４．８－８７．３） ８５．０（７８．０－９５．０） ０．０２ ＊
外フィニッシュラインの位置 ７９．５（６４．０－８９．０） ８６．０（７７．０－９４．０） ０．０３ ＊
内外フィニッシュラインの設定位置の違い ８７．５（７０．０－９５．３） ８９．０（７９．０－９６．０） ０．３３ NS

中央値（第１四分位数‐第３四分位数）
Mann-Whitney U検定
NS：non significant difference
＊P＜０．０５
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が，サベイヤー実習を最初に行ったグループよりも
VASの合計点は高い傾向を認めたが，両グループ
間に統計学的有意差は認められなかった。また，２
度目のアンケートでも，CAD実習を２回目に行っ
たグループと，サベイヤー実習を２回目に行ったグ
ループの間に統計学的有意差は認められなかった。
一方，CAD実習を行った後にサベイヤー実習を
行ったグループの方が，サベイヤー実習のみ行った
グループよりもVASの合計点は高く統計学的有意
差を認めた。これにより，CAD実習を行った後に
サベイヤー実習を行った方が，サベイヤー実習の教
育効果がさらに高まることが示唆された。特に，１８
項目の内訳をみると，CAD実習を行った後にサベ
イヤー実習を行った方が，「維持格子の形態」や
「内フィニッシュラインの位置」，「外フィニッシュ
ラインの位置」といった構造の立体的な把握が必要
な項目について理解度が高まることが判明した。最
初にCAD実習を行い，CADシステムの特徴であ
る画面上で多角的に見ながら設計し，その後に３D
構築されたメタルフレームの完成形の確認を行った
ことで，その後のサベイヤー実習がより効果的に行
えたと考察される。
しかし，本研究では実習の理解度についてVAS

を用いたアンケート調査により主観的に評価してい
るに過ぎない。教育効果を評価するのであれば，実
習前後の客観試験を用いることで，より正確な判断
が可能になると考えられる。本件は今後の課題と考
える。
近年のデジタル化によってもたらされた歯科補綴

領域の変化のひとつに，医療情報の可視化が報告さ
れている。医療情報の可視化は，歯科医学教育にも
有用であり，臨床や教育の質の向上が報告されてい
る１９）。従来のサベイヤーを用いたアナログ設計と比
較して，CADシステムのデザインソフトを利用し
た設計は，様々な角度から見ることができ視覚的に
も理解しやすく，修正も容易である。さらに立体的
に表現されることから，各構成要素の厚みや形状，
フィニッシュライン形態などを設計段階で確認が可
能である。この特徴により，患者への説明素材とし
ての使用や，歯科技工士との設計に関するやり取り
が容易になると考えられる。また，現在の学生はデ
ジタル世代であり，パソコン操作に慣れればサベイ

ヤーを用いた設計より容易に義歯の設計を行える可
能性がある。過去の調査報告でも，現在の学生はデ
ジタルネイティブ世代であり，デジタル機器への理
解や慣れは早い傾向にあること，デジタルデンティ
ストリー時代の到来には肯定的な考えを持っている
ことが報告されている２０）。我々は，今後の学生教育
において，既存のサベイヤーを用いた実習を基本と
し，CADシステムを用いた設計については，CAD
システムの特徴である３次元的な設計を視覚的に確
認できることを効果的に利用していくことを考えて
いる。

結 論

本研究では，既存のサベイヤーを用いたメタルフ
レームの設計実習に加え，新たにCAD/CAMシス
テムを用いた設計実習を導入し，その教育効果の検
討を行った。その結果，CAD/CAMシステムの特
徴である３次元的な設計の把握を行った後にサベイ
ヤーを用いた設計を行うと，義歯の設計についての
理解度が高くなることが判明した。
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Investigation of the Educational Effects of a Removable Partial Denture Design
Practicum Utilizing a CAD System
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A framework design practicum in which a CAD system is used has been newly introduced for Year ５
students as an addition to an existing design practicum using a surveyor．A questionnaire using a VAS
score was conducted after each practicum to examine the effects of education．The impact of the order of
the practicum on students’ degree of understanding was examined．
The total scores and the scores for the five items indicate that the degree of understanding regarding the
three-dimensional structures was significantly higher among students who participated in the practicum us-
ing CAD prior to the practicum using the surveyor compared to those students who attended the practi-
cum with the surveyor only．
Findings indicate that the effect of education can be greater when students learn to design using a sur-
veyor after they have gained an understanding of three-dimensional design，which is a characteristic of the
CAD system． （The Shikwa Gakuho，１２０：９０－９５，２０２０）
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