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緒 言

近年デジタルデンティストリーの技術革新が目
覚しく，３D データから歯冠補綴装置を製作する
ワークフローはすでに確立されつつある１）。有床義
歯学分野においても CAD/CAM による義歯製作シ
ステムに関して世界的に研究開発が進んでいる。局
部床義歯では，CAD ソフト上の３D データによる
フレームワークの設計や，それらデータから３D プ
リンターを用いての金属フレームワークの製作が可
能となり，ようやく臨床応用される段階となった２）。
この CAD ソフト上でのフレームワークの設計につ

いて学生実習を行い，学生の理解度向上に貢献する
ことが明らかされている３）。

このように，局部床義歯に関するデジタル化が
進んだとは言え，口腔内で直接行う製作過程の多く
で，未だデジタルの技術が応用されていないという
のも現状である。支台歯への前処置はその代表例で
ある。義歯の着脱方向を規定し把持作用に寄与する
ガイドプレーンの形成は，義歯の安定を図るための
補綴的前処置として治療の予後に対して大きな影響
を及ぼすステップである４）。このガイドプレーンは，
支台歯となる複数歯に付与されるのが一般的であ
り，着脱方向に対してすべてが平行に形成されるこ
とが求められる５）。

しかし，ガイドプレーンを複数歯間で平行に形
成することは非常に難しく，初学者である学生に
とっては難易度が高い課題となっている。本学にお
ける第４学年局部床義歯補綴学実習では，前処置に
関する知識と技能の修得を目的として，模型支台歯
を用いてレストシートとガイドプレーンの形成実習
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を実施し，形成量や形態について評価を行ってい
る。図１のように，形成面が粗造となってしまう
ケース，形成量が過剰となってしまうケース，設定
した着脱方向に対し平行に形成ができていないケー
スなど，学生間で評価に大きく差が出やすい傾向が
あり，一定の技能習得を達成するには常に苦慮する
課題であった。これに対して，形成技法の規格化を
図り難易度のハードルを下げることを目的とした形
成用ジグを用いた取り組みが報告されている。その
例として，決定された着脱方向をもとに研究用模型
上で常温重合レジンを用いて形成用ジグを製作する
方法６）や，ジグの製作に CAD/CAM 技術を応用し
３D データ上での設計を可能とした方法７）などがあ
げられる。形成用ジグを利用することで学生がガイ
ドプレーンの形成量や形態を理解することに有用で
あると考えられるが，これらの方法はジグ製作が煩
雑かつ時間を要し，臨床的には有用であるが同症例
を一度に複数の学生に対し行う教育分野に用いるに
は使用できなかった。そこで我々は，CAD/CAM
技術を教育に用いることの利点として，①製作過程
を画面上で立体的に把握することが可能である点，
②デジタルデータから同一製作物を短時間で複製で
きるという点に着目し，製作方法が簡便で教育効果
の高い形成用ジグの製作を目指して本研究を立案し
た。

本研究の目的は，補綴学的前処置の１つである
ガイドプレーン形成に関する学生の理解度の向上と
ガイドプレーン形成能力の向上をはかるために，
CAD/CAM 技術で製作したガイドプレーン形成用
ジグを用いた教育効果について検討することであ

る。帰無仮説として，“学生教育に CAD/CAM 技
術で製作したガイドプレーン形成用ジグを導入して
も，ガイドプレーン形成に関する理解度と形成能力
は向上しない”を設定した。

方 法

１．対象者
対象者は，２０１９年度東京歯科大学歯学部第５学

年の学生で，水道橋病院補綴科臨床実習中の小班１３
名（男性：６名，女性：７名）から抽出した。本実
習は，通常の予定された臨床実習のカリキュラムと
は異なり，研究目的で実施されたものである。本研
究計画に関して，東京歯科大学倫理審査委員会の承
認を得たのち，学生には口頭と文書で研究計画を説
明し，研究に参加することの同意が得られた者のみ
を研究対象者とした（東京歯科大学倫理審査委員会
承認番号９６０）。小班１３名全員から同意が得られた。
なお，対象者数は本実習を指導可能なパーシャルデ
ンチャー補綴学講座教員およびティーチングアシス
タントの数から算出した。

２．使用材料
ガイドプレーン形成実習用模型には，下顎

KennedyⅡ級１類欠損歯列のエポキシ樹脂模型
（PRO３０１０-UL-UP-M，ニッシン）を使用した。こ
の欠損様式に対する局部床義歯として，左側第一小
臼歯に Akers クラスプ，左側第二大臼歯にリング
クラスプ，右側第二小臼歯に RPI クラスプを設計
した。ガイドプレーンは，左側第一小臼歯遠心面，
左側第二大臼歯近心面，右側第一小臼歯舌面遠心部

図１ 学生実習におけるガイドプレーンの形成例
学生にとって，理想的な形態に形成を行うのは非常に難しい
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および第二小臼歯舌面近心部，および右側第二小臼
歯遠心面に設定した。

ガイドプレーンの形成には，エアータービンハ
ンドピース（オサダトロン F２-TP，オサダ）とダ
イヤモンドポイント（TR-２１，MANI）を使用し
た。実習用模型を歯科用マネキン（シンプルマネキ
ンⅢ，ニッシン）に装着し，歯科診療チェアーで形
成実習を実施した。

３．CAD/CAMガイドプレーン形成用ジグの製
作

ガイドプレーン形成実習用模型に対応する石膏
模型（MIS３００２-L-PL-２８，ニッシン）上に，金属床
義歯のフレームワークの設計を記入した。同模型を
歯科技工用スキャナー（松風 S-WAVE スキャナー
D２０００，松風）にてスキャニングし，３D データを
取得した（図２）。取得した３D データ上にて CAD
ソフト（３-matic, Materialise）を使用し，CAD/CAM
ガイドプレーン形成用ジグ（以下 CAD/CAM ジ
グ）の設計を行った（図３）。咬合平面に対して垂
直な方向を義歯の着脱方向とし，形成後のガイドプ
レーンがこの方向と平行となるようソフトを設定し
た。CAD/CAM ジグは残存歯の咬頭や切縁を被覆
し，ガイドプレーンの形成が必要となる部位が窓開
けされている形態である。窓開け部の頰舌側には理
想的なガイドプレーンと平行な面が付与されている
ため，形成時にはこの面にバーを適合させたのち，
窓開け部から突出した歯面を削合すれば，適切な角
度で必要な量だけ形成を行うことが可能となる。

製作した CAD データをもとに，３D プリンター
（Objet２６０ Connex, Stratasys）を用いて対象者数

分の CAD/CAM ジグを光硬化重合レジン（Vero
White Plus, Stratasys）で製作した。

４．実習の流れ
実習の流れを図４に示す。まず，パーシャルデ

ンチャー補綴学講座所属の教員が義歯の設計に関し
て説明を行ったのち，プレテストを実施した（表
１）。プレテストはガイドプレーンに関する内容の
１０問から構成され，いずれも正誤問題である。その
後，ガイドプレーン形成実習を２通りの方法で実施
するために，１３名の対象者を A 班７名（男性：３
名，女 性：４名）と B 班６名（男 性：３名，女 性
３名）に分割した。A 班では，最初に従来の実習
方法であるフリーハンドによるガイドプレーンの形
成（A-free）を行った後，CAD/CAM ジグを用い
た形成（A-jig）を実施した。B 班では，最初に CAD
/CAM ジグを用いた形成（B-jig）を行った後，フ
リーハンドによるガイドプレーンの形成（B-free）

図２ 歯科技工用スキャナーで取得した研究用模型の３D データ
右図の中央矢印は CAD 上で設定した着脱方向を示す

図３ CAD/CAM ガイドプレーン形成用ジグ（CAD/
CAM ジグ）の設計
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を実施した。CAD/CAM ジグを使用する前には，
その形態や使用方法について CAD ソフト上で図３
に示す立体的な画像を用いて説明を行ったのち，ダ
イヤモンドポイントを歯面に当てる際の角度や，削
除量に関する具体的な手技について詳細な解説を
行った。

２種類の方法でそれぞれガイドプレーンの形成
（図５）を行ったのちに，毎回理解度アンケートを
実施した（表２）。アンケートは，ガイドプレーン
に関する１０項目の理解度を６段階（０～５点；全く
理解できなかったものを０点，よく理解できたもの
を５点）で自己評価する内容と，自由記載の２種類
から構成される。さらに，すべての実習終了後にポ
ストテストを実施した（表１）。この内容はプレテ
ストと同一である。

５．評価方法と統計分析
１）プレテスト，ポストテストによる評価
プレテストとポストテストの結果を比較するこ

とで，本実習の教育効果について評価した。プレテ
スト，ポストテストそれぞれ１０問のテストの正答数

表１ プレテスト，ポストテストの内容

プレポストテスト（ ／１０）

１．ガイドプレーンの形成は義歯の着脱方向に対して水平方向に形成する。
２．ガイドプレーンの形成にはラウンド状のダイヤモンドポイントを使用する。
３．ガイドプレーンの形成は単一歯面に形成するのが効果的である。
４．ガイドプレーンの形成部位は作業用模型上で検討する。
５．ガイドプレーンと隣接面板が接触することで支持と維持作用が発揮する。
６．ガイドプレーンは歯肉縁まで形成する。
７．ガイドプレーンは小連結子と歯面が接触する部位も形成する。
８．ガイドプレーンと隣接面板が接触することで食片の圧入を防止する。
９．RPI クラスプではガイドプレーンを１面形成する。
１０．小連結子と隣接面板が着脱時に同時に歯に接触することで拮抗作用が発現する。

図５ ガイドプレーン形成中の様子

図４ 実習の流れ
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を各個人の点数とし，両テスト間における点数の差
の有無について，Wilcoxon signed-rank test にて分
析した。また，プレテストにおける男女間と AB の
２班間における点数の差の有無について，Mann-
Whitney's U test にて分析した。

２）理解度アンケートによる評価
フリーハンドによる形成と CAD/CAM ジグを用

いた形成の実施後に行った理解度アンケートの点数
をもとに，CAD/CAM ジグ使用による教育効果に
ついて評価した。アンケート１０項目の合計点と各項
目の点数について，A-free の形成と A-jig の形成と
の間，B-free の形成と B-jig の形成との間における
差の有無について，Wilcoxon signed-rank test にて
分析した。また，自由記載の内容についても検討を
行った。

３）ガイドプレーン形成面の評価
ガイドプレーン形成面の評価には，左側第一小

臼歯遠心面，左側第二大臼歯近心面，および右側第
二小臼歯遠心面の３か所を用いた。形成終了後の実
習用模型を，実習を担当したパーシャルデンチャー
補綴学講座教員１名が卓上３D スキャナー（Ein-
Scan-SP，SHINING ３D）により３D データ化し
た。このデータと，義歯の着脱方向に対して平行に
形成された理想的な形態のガイドプレーンを有する
模型の３D データとを，３次元検査ソフトウェア
（Geomagic stadio ２０１４，３DSystems）上で，ベ
ストフィットアルゴリズムにて重ね合わせを行っ

た。次いで，A-free，A-jig，B-free および B-jig の
すべての形成について，図６で示すように，これら
の形成面から抽出した着脱方向を示す代表的な線と
理想形態のガイドプレーンの着脱方向を示す代表的
な線とのなす角度を求めた。A-free の形成と A-jig
の形成との間，B-free の形成と B-jig の形成との間
における角度の差の有無について，Wilcoxon signed
-rank test にて分析した。

いずれの統計処理も統計ソフト（BellCurve for
Excel, SSRI）を用い，有意水準は５％に設定した。

表２ 理解度アンケートの内容

形成実習に対する理解度判定アンケート
それぞれの項目に対する理解度を該当する番号に〇をつけること

０：全く理解できなかった⇔５：よく理解できた

１．着脱方向に対するガイドプレーンの形成方向について
２．ガイドプレーン形成に使用するバーについて
３．ガイドプレーンを複数歯面で形成する意義について
４．研究用模型上でガイドプレーンの形成部位を検討する意義について
５．ガイドプレーンと隣接面板が接触することによる把持作用について
６．ガイドプレーンの形成量について
７．ガイドプレーンの形成部位について
８．ガイドプレーンと隣接面板が接触することで得られる作用について
９．RPI クラスプでの形成部位について
１０．小連結子と隣接面板による拮抗作用
その他，感想：

図６ ３次元検査ソフトウェアガイドプレーン形成
面の評価
赤色矢印は理想形態のガイドプレーンの着脱方
向を示す代表的な線，緑色矢印は実習で形成し
た面から抽出した着脱方向を示す代表的な線で
あり，それらを矢印で示している。図中の複数
の緑色矢印は５名の学生の形成した面の着脱方
向矢印を重ね合わせて表示している

田中，他：CAD/CAM 形成用ジグ教育効果の検討５２
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結 果

１．プレテスト，ポストテストによる評価
まず，プレテストにおける男女間，AB の２班間

における点数の有無について分析を行った。男女別
の中央値はそれぞれ６．０点（最低点：５点，最高
点：８点，四分位範囲：２．３点）と６．０点（最低点：
３点，最高点：７点，四分位範囲：３．０点）AB の
班別では６．０点（最低点：４点，最高点：７点，四
分位範囲：２．０点）と５．５点（最低点：３点，最高
点：８点，四分位範囲：２．８点）であり，ともに統計
学的に有意差は認められなかった（Mann-Whitney's
U test；男 女 間：p＝０．６１，AB 班 間：p＝０．７１）。
したがって，実習開始前の段階では，男女間，AB
の２班間の知識レベルに偏りのないことが判明し
た。

学生全体でのプレテスト，ポストテストの中央
値は，それぞれ６．０点と７．０点であり，本実習の実施
に伴い点数の上昇が認められた。両テスト間の点数
に統計学的に有意差が認められた（Wilcoxon signed
-rank test ; p＜０．０５）（図７）。

AB の班別にみると，プレテストでは６．０点と５．５
点であったのに対し，ポストテストでは８．０点（最
低点：５点，最高点：９点，四分位範囲：３．０点）
と６．５点（最低点：５点，最高点：８点，四分位範
囲：２．３点）と両班とも点数の上昇が認められ，A

班の点数の上昇がより大きい傾向にあった。しか
し，AB の班とも両テスト間の点数に統計学的に有
意差は認められなかった（Wilcoxon signed-rank
test；A 班：p＝０．０８，B 班：p＝０．２９）。

２．理解度アンケートによる評価
理解度アンケートの結果について，フリーハン

ドによる形成と CAD/CAM ジグを用いた形成の間
で比較を行ったところ，A 班と B 班で異なる結果
となった（図８）。A 班においては，A-free の形成
のあとに A-jig の形成を実施したが，アンケートの
合計点の中央値は A-free で３６．０点，A-jig で５０．０点
と後者の方が高い値を示し，両者の点数に統計学的
に有意差が認められた（Wilcoxon signed-rank test
；p＜０．０５）。さらに，アンケートの各項目別に A-
free と A-jig の点数を比較してみると，全１０項目の
中で，１）着脱方向に対するガイドプレーンの形成
方向について，２）ガイドプレーンの形成量につい
て，３）小連結子と隣接面板による拮抗作用，の３
項目において A-jig の方が高い値を示し，両者の点
数に統計学的に有意差が認められた（Wilcoxon
signed-rank test；p＜０．０５）。一方，B 班において
は，B-jig の形成のあとに B-free の形成を実施した
が，アンケートの合計点の中央値は B-free，B-jig
でともに４０．０点であり，両者の点数に統計学的に有
意差は認められなかった（Wilcoxon signed-rank

図７ プレテスト，ポストテストによる評価 図８ 理解度アンケートによる評価
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test；p＝０．４６）。
自由記載の内容については，フリーハンドによ

る形成では，１名から「ジグがないため慎重に形成
しきれいにできた」との意見もみられたが，「形成
量がわかりにくく，平行性を確認しにくい」という
意見が５名でみられた。CAD/CAM ジグを用いた
形成では「形成量や平行性ともに確認しやすい」と
の意見が６名でみられた。小連結子の立ち上がりで
ある右側第一，第二小臼歯舌側の歯間部のガイドプ
レーンに関しては，「ジグを用いても難しい」との
意見が１名からみられた。

３．ガイドプレーンの形成面の評価
３か所のガイドプレーンの形成面と理想形態の

ガイドプレーンとのなす角度について，フリーハン
ドによる形成と CAD/CAM ジグを用いた形成との
間で比較を行った（図９）。

左側第一小臼歯遠心面では，角度の中央値は A-
free で１２．５度，A-jig で４．３度，B-free で７．２度，B-
jig で４．７度と，A，B 班とも CAD/CAM ジグを用
いた形成の方が，理想形態に近い角度に削合できて
いることが判明した。統計学的には，A 班におい
てに両形成方法の間で有意差が認められた（Wil-
coxon signed-rank test；A 班：p＜０．０５，B 班：p
＝０．３５）。

左側第二大臼歯近心面では，A-free で１１．４度，

A-jig で５．１度，B-free で１０．５度，B-jig で６．９度 と，
A，B 班とも CAD/CAM ジグを用いた形成の方
が，理想形態に近い方向に削合できていることが判
明した。統計学的には，A，B 班ともに両形成方法
の間で有意差が認められた（Wilcoxon signed-rank
test；A 班：p＜０．０５，B 班：p＜０．０５）。

右側第二小臼歯遠心面では，A-free で９．３度，A-
jig で５．９度，B-free で９．６度，B-jig で７．２度と，A，
B 班とも CAD/CAM ジグを用いた形成の方が，理
想形態に近い方向に削合できていることが判明し
た。統計学的には，A，B 班ともに両形成方法の間
で有意差は認められなかった（Wilcoxon signed-
rank test；A 班：p＝０．１３，B 班：p＝０．６０）。

考 察

本実習終了後に行ったポストテストでは，プレ
テストと比較して有意に点数の上昇が認められたこ
とから，ガイドプレーンに関して知識レベルでの学
修効果が得られたと考えられる。

理解度アンケートでは，AB の２班間における点
数に明確な違いが認められた。フリーハンドによる
形成を行ったのち，CAD/CAM ジグを使用して形
成を行った A 班では，合計点あるいは複数項目に
おいて CAD/CAM ジグを利用した実習後での点数
が高く，統計学的有意差が認められた。自由記載の
内容も併せて考察すると，最初にフリーハンドによ

左側第一小臼歯遠心面 左側第二大臼歯近心面 右側第二小臼歯遠心面

図９ ガイドプレーン形成面の評価
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る形成を体験してその難しさを十分に理解した上
で，２回目に CAD/CAM ジグを使用したことによ
りその苦手意識が薄まったことが考えられた。一
方，CAD/CAM ジグを使用して形成を行ったの
ち，フリーハンドによる形成を行った B 班では，
両者の点数に有意差が認められなかった。最初から
いきなりジグを使用したために，ガイドプレーン形
成の難しさに対するジグの有用性を十分に把握でき
ないまま実習が進行し，十分な学修効果が得られな
かったのではないかと考察される。しかし，これは
理解度をアンケートにより自己評価した結果にすぎ
ないため，実際の技能レベルに対する考察は後述の
ように別途行い，学修効果を統合的に判定するのが
妥当である。Zimmermann らは CAD/CAM を応
用した実習は学生からの好感を得たと報告してお
り８），本研究においても A 班・B 班に関わらず自由
記載で好意的な意見が多かったため，学生が学修効
果を実感していることが推察された。都築らの報告
でも現代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が早い傾向にあること
から，デジタルデンティストリーに肯定的な考えを
持つことを報告しており，そのような考えが自由記
載の結果にも反映されていると考えられた９）。

今回の研究ではガイドプレーンの形成方向に関
して，CAD/CAM ジグを用いた形成の方がフリー
ハンドによる形成よりも，理想形態のガイドプレー
ンの角度に近似しているという結果が得られた。こ
の傾向は，AB の班分けに関わらず認められてお
り，理解度アンケートのように A 班のみがジグの
使用で向上するといった結果とは異なった。した
がって，CAD/CAM ジグを用いれば，そのときは
高い技能レベルで形成が行える可能性が判明した
が，技能レベルが持続的に向上したか否かについて
は明確ではない。今後，この研究成果をより確実な
ものとするための課題として，A 班 B 班とも３回
目として再度フリーハンドによる形成実習が必要で
あると考えられ，またフリーハンドの形成のみを３
回行わせる班をコントロールとして追加することも
必要であると考えられた。さらに，知識レベルの向
上と技能レベルの向上を共にはかるためには，どの
ようなステップでジグを学生に提供するのが最善な
のかは，今後の検討課題である。

今回，前もって CAD 画面上でジグの使用法や製
作法等を説明し，CAD/CAM ジグを用いて形成し
た際に理想的な形成ができていることがわかった。
このプロセスにより，ジグの使用法をしっかりと理
解し，立体的な感覚を具体的に形成に反映させるこ
とができた故の結果と考察される。これは田中らに
よる医療情報の可視化による臨床や教育の質の向上
に関する報告１０）と，同様の効果が得られたと考え
る。また，自由記載でもジグ使用時に形成量がわか
りやすいなど好意的な意見が多くみられたことか
ら，学生の学修意欲を高める可能性が考えられる。
本研究にて学生はジグを使用した形成にて理想的な
ガイドプレーン形成が行えていたが，それによりフ
リーハンドによる形成能力が得られたとは考察でき
ない。したがって，帰無仮説として設定した，“学
生教育に CAD/CAM 技術で製作したガイドプレー
ン形成用ジグを導入しても，ガイドプレーン形成に
関する理解度と形成能力は向上しない”は一部否定
された。

本研究で製作した CAD/CAM ジグは，教育上の
利点が多いことを理由に導入したが，CAD ソフト
上で着脱方向を容易に決定することができ，製作も
簡便であることから，今後臨床にも十分に応用可能
であると考えている。

結 論

本研究により，CAD/CAM で製作したガイドプ
レーン形成用ジグを用いた実習は，学生の理解度の
向上と，良好なガイドプレーン形成に寄与すること
が明らかとなり，有効な教育効果を得るツールとし
ての可能性が示唆された。

謝 辞

本研究は東京歯科大学パーシャルデンチャー補綴学講
座の医局員の協力のもとに実施しました。ここに感謝申
し上げます。

本論文の要旨は，第３０７回東京歯科大学学会（総会）
（２０２０年，誌上開催）において発表した。

本論文に関して，開示すべき利益相反状態はない。
なお，本研究は２０１９年度東京歯科大学学長奨励教育助

成を受けて実施した。

歯科学報 Vol．１２１，No．１（２０２１） ５５

― ５５ ―



文 献
１）Alghazzawi TF : Advancements in CAD/CAM tech-

nology : Options for practical implementation, J
Prosthodont Res，６０：７２－８４，２０１６．

２）Lee H, Kwon KR : CAD/CAM-fabricated removable
partial dentures : a case report, Int J Comput
Dent，２２：３７１－３７９，２０１９．

３）大平真理子，田中章啓，山下秀一郎，他：CAD シス
テムを利用した局部床義歯設計実習の教育効果に関
する検討，歯科学報，１２０：９０－９５，２０２０．

４）藍 稔，五十嵐順正 編集・執筆：スタンダート
パーシャルデンチャー補綴学，pp．１１５－１２２，学建書
院，東京，２０１６．

５）Carr A, Brown D : McCracken's Removable Partial
Prosthodontics（Twelfth Edition），Elsevier, St.
Louis，２０１０．

６）Canning T, O'Sullivan M : Acrylic resin jigs as an aid
to parallel guiding plane preparation, J Prosthet
Dent，９９：１６２－１６４，２００８．

７）Lee J H : Fabricating a reduction guide for parallel
guiding planes with computer-aided design and com-
puter-aided manufacturing technology, J Prosthet
Dent，１２１：７４９－７５３，２０１９．

８）Zimmermann M, Mörmann W, Mehl A, et al. : Teach-
ing dental undergraduate students restorative CAD
/CAM technology : evaluation of a new concept, Int
J Comput Dent，２２：２６３－２７１，２０１９．

９）都築 尊，谷口祐介，山本勝己，他：顎口腔機能デ
ジタル記録解析装置が歯学部学生の顎運動の理解に
与える影響，日歯教誌，３４：２１－２６，２０１８．

１０）田中晋平，馬場一美：補綴歯科治療のデジタル化の
現状と未来，日補綴会誌，９：３８－４５，２０１７．

Educational effectiveness of a guiding plane preparing jig fabricated
with CAD/CAM technology

Akihiro TANAKA１），Akinori TASAKA１），Juro WADACHI１），Kento ODAKA２）

Mariko OHIRA１），Tazuko K. GOTO２），Shuichiro YAMASHITA１）

１）Department of removable partial prosthodontics, Tokyo dental college
２）Department of oral and maxillofacial radiology, Tokyo dental college

Key words : CAD/CAM, Removable partial denture, Guiding plane preparation, Educational effectiveness, Digital

dentistry

The purpose of this study was to investigate the educational effects of using a guiding-plane preparing jig
fabricated with CAD/CAM technology to improve students’ understanding of the guiding-plane preparation
as a preprosthetic treatment and to improve their guiding-plane-preparation ability．The Practice was con-
ducted for １３ fifth grade students of Tokyo Dental College in ２０１９．In the present study，the students
were divided into two groups : one group prepared a guiding plane freehand first and then prepared it with
the preparing jig，and the other group reversed the procedure．During the practice，students were given
a pre-test，a post-test and a questionnaire for understanding the guiding-plane preparation．In addition，
the surface of the prepared the guiding plane was evaluated．This study revealed that the practical train-
ing using CAD/CAM fabricated guiding-plane preparing jigs contributed to the improvement of students'
understanding and ideal guiding-plane preparation，suggesting its potential as a tool to obtain effective edu-
cational effects. （The Shikwa Gakuho，１２１：４８－５６，２０２１）
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