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Abstract

Keywords：implant，drilling，training，dominant hand，nOn−

Purpose：The aimofthisstudywastoevaluatedrilling

dominant hand

expertiseinordertodevelopalowcosttrainingsystemthat
allowsthetraineetomasterthebasicproceduresofdrilling

toimprovetheaccuracyofimplantplacementinmandibular

抄

録

目的：下顎の歯科インプラント手術の精度を向上させる
ため，ドリリングの基本的な手技を身につけられる低価格

implantsurgery．

MaterialsandMethods：Subjectswere160ralandmaxi1−
10facialsurgeons．The subjects were allright−handed．A
transparentacrylicresincuboidmodelwasusedforevalu−

のトレーニングシステムを開発し，ドリリング技能の評価

を行うことを目的とした．

材料および方法：被験者は16名の口腔外科医で 全員

ation．Themodelwas丘Ⅹedontoasmallvise．Eachsubject

右利きであった．材料は透明アクリル樹脂直方体モデル（以

drilledfour3mmdiameterandlOmmdepthholesonthe
modelwithacordlessdriverwiththerightandthentheleft

下，モデル）を使用した．モデルを小型万力に固定し，コ
ードレスドライバーを片手でもち，右手，左手それぞれで

hand．CTimagesofthemodelwereobtained，anddeviation

モデルに直径3mm，深さ10mmのドリリングを4箇所行っ

Ofthedrilledlongaxisanglefromthereferenceanglewas

たドリリングしたモデルのCT撮像後，そのデータから

measuredfortheholesdrilledbyallsubjectsrespectively．

Results：Theaverageofthe front−back andmesio−distal

ドリリングの右手，左手それぞれの前後，近遠心方向と基
準としたドリリング長軸との角度変位を計測した．

differences were found between the right andleft hands

結果：前後，近遠心角度変位の平均値は右手，左手にか
かわりなく3。未満であった．右手と左手による前後角度変

regardingfront−backangulardeviation．However，themesio−

位に有意差はなかった．右手の近遠心角度変位は左手より

distalangulardeviation wasstatisticallysigni丘cantlyless

統計学的有意に小さな値を示した（p＜0．05）．

angulardeviationwas＜30for eitherhand．No signi台cant

withtherighthandthanwiththeleft−hand（p＜0．05）．
Conclusion：The results suggested the di鮎erencein the

結論：本結果は本システムを用い利き手と非利き手によ
るドリリング方向の変位の差を検出できることを示唆した．

angular deviation between the dominant and non−dominant

キーワード：インプラント，ドリリング，トレーニング，

handscouldbedetectedbythissystem，

利き手，非利き手
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コードレスドライバー（C−21EARTHMAN4．8V2501ai，

言

台湾）を片手でもち，フリーハンドで

歯科インプラント（以下，インプラント）治療において，

コードレスドライ

下顎の両側欠損部にインプラント体を埋入する際，術者の

バー付属の直径3mのドリルを用い，マーキングした起始

利き手が右手である場合，左側のインプラント埋人では，

点から垂直的に真直ぐ

術者が症例の左側に移動するか，または，左側に移動せず，

グをボンビング動作により行った（図3）．なお，術者はモ

舌背を抑えて12時の方向から無理に右手を使うことでイ
ンプラントの埋入方向を誤り，すでに埋大したインプラン

デルの後方12時に位置して，下顎骨のドl）リングを想定

トや隣在菌との平行性を保てないことがある．しかしなが

直径3mm，深さ10mmのドリリン

した（図2）．1個のモデルに右手のみで もう1個別のモ
デルに左手のみで4箇所ドリリングを行った（図4）．

ら，利き手だけでなく，非利き手でインプラント埋人のた

ドリリング時の変位の評価を行うための被験者は本大学

めのドl）リング技能を訓練することによって，インプラン

病院勤務口腔外科医16名であった．被験者はすべて右利

トの埋入方向や，隣在菌との関係などを確保することが容

きであった．
当院Autopsl▼imaging似下．Ai）センターのマルチス

易になることがある1，2）

一方，大学歯学部の実習で低学年の学生は初めて，高学

ライスCT装置（SOIIATOMEmotion16−Slicecon丘gura−

年の学生，新卒の研修医は何度か，歯科用タービンや歯科

tion，Siemens，Germany）を使用して，ドl）リングした32

用エンジンを使用する．しかし，その回数は限られる．そ

のような初心者に対して，臨床に則した訓練システムの前

個のモデルの撮像を行った．損傷時，各標本は等間隔でか
つモデルの中央とガントリの韓方向の正中線が合うよう設

段階として，最も基本的な手技を安価で，細寺岡に，繰り

置した．CT撮像データは画像処理．計測ソフト（Landmark

返し，継続してトレーニングができるシステムを開発する

SystemLANDmarkerDirect言CAT，大阪）を用い，ドl）

リングの右手，左手それぞれの4箇所の前後，近遠心方向

ことが望まれる．

本研究では，下顎のインプラント手術の精度を向上させ

と基塗としたドl）リング長軸との角度変位を計測した（図

るため，ドリリングの基本的な手技を身に着けられる低価

5）．各被験者がドリリングした4箇所の前後，近遠心角度

格のトレーニングシステムを開発し，ドリリング技能の評

変位は平均して，1被験者の前後角度変位と近遠心角度変

価を行うことを目的とした．

位として統計解析に使用した．
統計解析はExcel2002（MicrosoftCorporation，Redmond，

WA，USA）を使用して処理した．0．05以下のp値は統計

材料および方法
材料は縦10mmX横50mmX高さ20mmの透明アクリル

学的に有意とした．ドリリング技能の評価のため，まず，

樹脂直方体モデル（以下，モデル）を使用した（図1）．方

ドリリング時の右手と左手による前後，近遠心角度変位の

法はモデル上に4箇所のドリリング起始点を等間隔に油性
マーカーで印記し，小型万力にモデルを固定した（図2）．

平均値と標準偏差をそれぞれ算出した．次に，前後，近遠
心角度変位を右手と左手で比較するため，t−検定を行った・

横50mm

縦10mm

図1縦10mmX横50mmX高さ20mmの透明アクリル樹脂直方体モデル
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図2 モデルを固定した小型万九 黒丸は術者の位置を示す
A：上面観
B：側面観
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図3

A：直径3mmのドリルを装着したコードレスドライバー

B：左手のみで保持したドリル
C：右手のみで保持したドリル
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右手でドリリングしたモデル

A：上方面観

後

B：後方面観

左
前

図5 画像処理，計測ソフトにより計測した角度変位
A：前後角度変位 B：近遠心角度変位

右
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最後に，ドリリングした空洞の3次元形状を視覚的に評
価するため，コンビームCT（Alphard3030，朝日レントゲ

1）．右手の近遠心角度変位は左手より統計学的有意に小さ
な値を示した（p＜0．05）（表2）．

ン工業，京都）と画像処理，計測ソフト（Sim／Plant，マ

テリアライズデンタルジャパン，東京）を用いた．

VbL14，No．1，2015

本研究に使用したモデルは1個250円でドリル，ドラ

イバー，固定用万力合わせても3，500円以下であった（図
6）．

結

コンビームCTと画像処理，計測ソフトを用い，ドリリ

果

右手と左手によるドリリング時の前後，近遠心角度変位
の平均値と標準偏差は表1と表2に示す．前後，近遠心角

ングした空洞の3次元形状を表示することは可能であった

度変位の平均値は右手，左手にかかわりなく30未満であっ

（図7）．

ングした空洞を2倍化して抽出することで容易にドリリ

た・右手と左手による前後角度変位に有意差はなかった（表

表1右手と左手によるドリリング時の前後角度変位の
平均値と標準偏差
右手（n＝16）

前後角度変位

2．76±1．490

表2 右手と左手によるドリリング時の近遠心角度変位の
平均値と標準偏差

左手（n＝16）

2．47±1．42

NS

近遠心角度変位

右手（n＝16）

左手（n＝16）

2．02工1．58＝

2．86±1．13

＊

NS：有意差なし

幸÷車軸

＊：p＜0．05

瞥∴蕊鄭瑛瀦4．8V

ドリル，コードレスドライバー1，970円

｝万力1，470円

インプラント治定
トレーニングシステム 2．0日）万円

ドリル 4，100〜5，200円

図6ドリリング訓練のための各機器の価格
http：／／www・nObelbiocare・CO・jp，http：／／nissin−dental・jp／products／educationalmodels／index．html，

http：／／www・nihonbinary・CO・jp／Products／Medical／MedicalTraining／Dental／virteasy．htmlから引用
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図7ドリl）ングした空洞を2値化して抽出した3次元形状
右手，左手で行った4箇所のドリl）ングのモデ）しを2個並列させて表示

考

察

ィンプラント手術の精度を向上させるためには・インプ

ラント埋入時のドl）リングの基本的手技を習得することが

重要であり，本研究では単純化したシステムがよいと考え

た．その要件は，最も基本的な手技を短時間で・繰り返し・
継続して練習ができること，準備が短時間でできること・
設置スペースが小さくて済むこと，安価であることであり・

本研究システムはこれらすべてを満たした・

研究材料は透明なブロック状の樹脂を用いた・このモデ
ルは下顎骨と物性が異なる34）・しかし，本研究では解剖学

的形態でなく，あえて単純化した形状で顎模型より計測・
評価がしやすい，毎日練習しても費用がかからない・方眼
紙の上に置いて直接ドリリング方向が目視で評価できる・
一度に複数個のCTスキャンによりまとめて評価できる点

でモデルを選択した

本研究で術者である被験者はモデルの後方12時に位
置し，下顎骨のドl）リングを想定した・また，モデルの固
定方向を変えることで上顎のシミュレーションも可能と考
える．

今回のモデルは1個250円でトレーニングシステムの

全費用は3，500円以下であった（図6）・繰り返し行う実験

には適切な値段と考えられた・市販されているバーチャル
リアリティを用いたインプラント治療トレーニングシステ

ムは約2，000万円と高価で，従来のインプラント用のコン

トラアングルハンドピース，および歯科用エンジン・模型
固定用のシミュレーター，ドl）ルすべて合わせても約60万

円費用がかかっている・なお，本研究で用いたマルチスラ

ィスCT，コンビームCT，画像処理などの費用は除外した・
コンビ＿ムCTと画像処理，計測ソフトにより，ドl）リン

グの空洞凹形状を，凸形状として抽出し，造影剤などを用
いずに，容易にドリリングした空洞の曲がり具合，方向性

などの3次元形状を視覚的に評価することは可能であった・
本研究のトレーニングシステムを用いた実験で前後角

度変位の平均は，利き手，非利き手にかかわりなく3。未満
であった．利き手と非利き手による前後角度変位に有意差
はなかった．近遠心角度変位の平均も，利き手・非利き手に

かかわりなく3。未満であった利き手の近遠心角度変位は
非利き手より統計学的有意に小さな値を示した（p＜0・05）・
payerら5）は牛の肋骨にプリアリット2インプラントを用

い，インプラント埋入籍の形成をフリーハンドで施行後，
計画したインプラント長軸とドリl）ング間の近遠心の角度

変位を計測している・彼らの計測結果はインプラント手術

経験者4名と未経験者4名の近遠心角度変位の平均と標準
偏差がそれぞれ1・4±0・63。，2・2±0・73。で統計学的有

意差を認め（p＜0．0001），外科医の経験は正確なインプラ

ント埋人の最も関連する因子になると結論付けている・し
かしながら，Payerら5）は利き手，非利き手の比較は行っ
ていない．一方，Waltonら6）はインプラント埋入方向と臨

床経験，利き手，非利き手について触れているが，分析評
価までは行っていない・本研究結果は，低価格のトレーニ
ングシステムを用い，利き手と非利き手によるドリリング

方向の変位の差を検出できることを示唆した・なお，本研
究は臨床に則したドリリングの器具を使用していないため，

今回認めた有意差に関してはさらなる検証が必要と考える・
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将来は，本研究を基に臨床に則したシステムの前段階と
して，顎骨の物性に近似する材料を選択し，臨床で使用し
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