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CAMLOG®

 インプラントシステムの
 一般的システム情報 

CAMLOG® インプラントシステム
CAMLOG®インプラントシステムは、長年の臨床経験とラボでの経験に基

づいた、ユーザーフレンドリーな補綴主導型のインプラントシステムです。

すべてのCAMLOG®製品は、最新の技術的基準に合わせて絶えず改良され

ています。CAMLOG®インプラントシステムは、歯科医院、大学および歯科

技工士と共同でCAMLOGリサーチチームと開発チームによって開発および

調整が継続的に進められており、最新の技術開発にも対応しています。

CAMLOG®インプラントシステムは、多くのデータを基に科学的に実証され

たシステムです。このことは、インプラント表面、インプラント埋入時間およ

び/またはインプラント負荷時間、初期固定、連結デザインまたは上部構造

のタイプを含む、広範なパラメータを検討した数多くの試験によって裏付

けられています。長期試験においても優れた結果が得られています。

留意点
以下に述べる説明は、CAMLOG®インプラントシステムを使用するうえで十

分な情報ではありません。使用の際は、CAMLOG®インプラントシステムの

管理に熟練した術者の指導を仰ぐことが強く推奨されます。CAMLOG®歯

科インプラントおよびアバットメントの使用は、本システムの訓練を受けた

歯科医、医師、外科医および歯科技工士に限られます。CAMLOGでは適切

な講習および研修を定期的に開催しています。治療法の誤りは、インプラン

トの損失とインプラント周囲骨の重大な損失を招くおそれがあります。
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CAMLOG®
 インプラント製品群

一般的情報

CAMLOG®インプラントは、さまざまな長さと形状が用意された骨内インプ

ラントです。同インプラントは上顎および/または下顎骨に外科的に設置さ

れ、部分無歯顎または完全無歯顎患者の審美的かつ機能的なオーラルリ

ハビリテーションのアンカーとしての役割を果たします。

補綴治療には、適切なコンポーネントによってCAMLOG®インプラントに装

着された単冠修復、ブリッジまたはフルデンチャーがあります。一般的に、

違うインプラント形態の使用が望ましい部位はありませんが、直径別の補

綴プラットフォームはすべてのインプラント形状で共通しており、術式によ

って個々のインプラントを選択することが可能です。同じアーチ内に違うタ

イプのインプラントを使用することが可能です。

SCREW-LINE インプラント (Kシリーズ)

SCREW-LINEインプラントはテーパーセルフタッピングスクリューインプラ

ントの形態を採用しており、Promote®プラス（機械加工インプラントネック

部0.4 mm）とPromote®（新規の機械加工インプラントネック部1.4 mm）表

面が用意されています。

プラットフォームスイッチング用の新しい内部形状
どちらのバージョンも新しい内部形状（Kシリーズ）を採用しており、プラット

フォームスイッチングができるようになっています。3つの溝の形態は円形か

ら正方形に変更され、長さも短くなっています。インプラントの品番には新し

くKが付いています（Kシリーズ）。新しいジンジバフォーマーPSおよびアバッ

トメントPSは、新しいSCREW-LINEインプラントとの組み合わせにおいてのみ

使用できます。これらのコンポーネントによって、CAMLOG®インプラントシ

ステムでプラットフォームスイッチングが選択できるようになります。 

重要事項
プラットフォームスイッチング用の補綴コンポーネントPSは、品番にK

が付いた（Kシリーズ）SCREW-LINEインプラントとの組み合わせにお

いてのみ使用できます。治療のためにジンジバフォーマーPSを使用す

る場合は、軟組織の損傷を防止するために、印象採得を含む後の補

綴治療において補綴コンポーネントPSを使用しなければなりません。

Promote®プラス

1.4 mm
0.4 mm

Promote®
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SCREW-LINEインプラントのインプラントネック領域の調整
SCREW-LINEインプラントのテーパーインプラントネック領域は、インプラン

トショルダー方向に位置が高くなっています。Promote®表面はSCREW-LINE

インプラントPromote®のために拡大されており、垂直方向のインプラント

骨接触面が増加しています。Promote®表面の円柱状の機械加工インプラン

トネック領域は、わずか1.4mmとなっています。

根尖形態の微調整
根尖形態を微調整（丸み付け）することによって、SCREW-LINEインプラン

トの骨埋入の影響を軽減します。

注記
・上記の調整は、品番にKが付いた（Kシリーズ）SCREW-LINEインプラ

ントのみで可能です。

・現行のSCREW-LINEインプラントの外科器具を使用する場合は、品

番にKが付いた（Kシリーズ）新しいSCREW-LINEインプラントに付

随する制限はありません。

推奨される適応
・部分無歯顎または完全無歯顎患者の機能的かつ審美的なリハビリテー

ションのための上顎および下顎骨内での使用。

・即時インプラント埋入、遅延インプラント埋入および遅延即時インプラン

ト埋入。

・直径3.8/4.3/5.0/6.0mmのインプラントと組み合わせたSCREW-LINEイン

プラントPromote®によるプラットフォームスイッチング。

SCREW-LINEインプラントは、直径ごとにカラーコードされた埋入ポストと

共に滅菌包装にて装着されます。

インプラント直径：

3.3/3.8/4.3/5.0/6.0mm

インプラント長さ：

9/11/13/16mm

（長さ9 mmでは直径3.3mmが選択不可）

テーパーインプラント
ネック領域

SCREW-LINEインプラント
Promote®

新規の1.4 mm

根尖形態の微調整
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ROOT-LINE インプラント

ROOT-LINEインプラントは、テーパーセルフタッピングスレッドを伴う歯根

形状スクリューインプラントの形態を採用しており、Promote®表面（機械

加工インプラントネック部2.0mm）が用意されています。この歯根形状デザ

インは、隣接歯からの歯根の収斂が見られる場合に特に有利です。

推奨される適応
・部分無歯顎または完全無歯顎患者の機能的かつ審美的なリハビリテーシ

ョンのための上顎および下顎骨内での使用。

・即時インプラント埋入、遅延インプラント埋入および遅延即時インプラン

ト埋入。

ROOT-LINEインプラントは、直径ごとにカラーコードされた埋入ポストと共

に滅菌包装にて装着されます。

インプラント直径：

3.3/3.8/4.3/5.0/6.0 mm

インプラント長さ：

9/11/13/16mm

（長さ9 mmでは直径3.3 mmが選択不可）

Promote®

2.0 mm1.6 mm
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Promote®表面 チタンプラズマコーティング（TPS）

SCREW-LINE、ROOT-LINEおよびSCREW-CYLIN-

DER-LINEインプラントには、サンドブラストと酸

処理を施したPromote®表面が用意されていま

す。SCREW-LINEインプラントでは、Promote®表

面の微細構造粗面が歯根の骨内領域でインプ

ラントショルダーの下1.4mmまで、ROOT-LINE

およびSCREW-CYLINDER-LINEインプラントで

は同粗面がインプラントショルダーの下2.0mm

まで延びています。Promote®プラス表面を伴う

SCREW-LINEインプラントでは、粗面/滑面の境

界がインプラントショルダーの下0.4mmまで延

びています。Promote®は、骨にCAMLOG®インプ

ラントをアンカーする表面としての性能が認めら

れています。科学的研究は、Promote®表面を備

えたインプラントが迅速かつ効率的に骨統合で

きることを示しています（Schwarz et al., 2008; 

Nelson et al., 2008; Semper et al., 2008）。

CYLINDER-LINEインプラントでは、チタンプラズ

マコーティングが骨内領域でインプラントショル

ダーの下2.0mmまで延びています。この表面の

信頼性は、長年の実績に基づいた多くのデータ

から科学的に実証されています。

References
Schwarz F., Herten M., Bieling K., Becker J.

Crestal bone changes at nonsubmerged implants 
(Camlog) with different machined collar lengths:  
a histomorphometric pilot study in dogs. Int J Oral  
Maxillofac Implants 2008;23:335–342

Nelson K., Semper W., Hildebrand D., Özyuvaci H.

A retrospective analysis of sandblasted, acid-etched  
implants with reduced healing times with an ob-
servation period up to 5 years. Int J Oral Maxillofac 
Implants 2008;23:726–732

Semper W., Heberer S., Nelson K.

Early loading of root form and conical implants with a  
sandblasted large-grit acid-etched surface: a 6-year 
clinical follow-up. Implants 2008;2:14–19

Promote®表面の走査電子顕微鏡写真
 （倍率1000倍）

Promote®表面の走査電子顕微鏡写真
 （倍率5000倍）

チタンプラズマコーティングTPSの走査電子顕微鏡写
真（倍率1000倍）

CAMLOG®

 表面構造
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CAMLOG®

 TUBE-IN-TUBE™ 
 インプラント アバットメント コネクション

一般的情報

すべてのSCREWインプラントは、実績のあるTUBE-IN-TUBE™インプラントア

バットメントコネクションを備えて、左右対称に配置された3つの溝（幅はそ

れぞれ0.5および0.7mm、深さ1.2mm）を備えています。

新機能：SCREW-LINEインプラントは、円柱状のインプラントネック領域に

正方形の溝（Kシリーズの新しい内部形状）を備えています。

既存の機能：ROOT-LINE、SCREW-CYLINDER-LINEおよびCYLINDER-LINEイ

ンプラントは、円柱状のインプラントネック領域に従来の溝を備えています。

インプラント雌ネジおよび外部形態

TUBE-IN-TUBE™連結内には、外径3.8/4.3/5.0/6.0mmのすべてのインプラン

ト製品ラインに上部雌ネジが備わっており、ここで歯肉形成器具（gingiva 

former）のネジ山、バー、ボールおよびLocator®アバットメントがかみ合い

ます（直径3.3mmのインプラントでは下部雌ネジのみ）。また、2つ目の下

部雌ネジが根尖部M 1.6またはM 2.0（インプレッションポストのアバットメ

ントスクリューおよび固定スクリューに対応するため）に向かって備わってい

ます。

アバットメントをインプラントの最適な位置に設置するためには、3つの溝

のいずれか1つが前庭方向を向くように、アバットメントを骨と一直線上に

設置します。ROOT-LINE、SCREW-CYLINDER-LINEおよびCYLINDER-LINE

インプラントでは、インプラント内部形状の3つの溝に一致するマークがドラ

イバーに付いています。溝の位置を骨と一直線上にするために、CYLINDER-

LINEインプラントの骨内部の3箇所に加工を施しています。これらの位置は、

インプラント内部形状の3つの溝に対応しています。 アバットメント

アバットメント
スクリュー

インプラント

下部雌ネジ

溝/カムデザイン

インプラント内部の
アバットメントガイド

インプラントアバットメント連結の
顕微鏡写真

上部雌ネジ
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生産精度

インプラントの外部および内部形態は、大部分が回転式に機械加工され

ています。したがって、製造許容誤差は非常に厳密に維持することが可能

です。その結果、材料構造に妥協することなく精度および正確性の高い適

合性が得られています。インプラントアバットメント連結の特許取得済みの

TUBE-IN-TUBE™デザイン（特許EP 851 744およびこれに対応する所有権）

によって、非常に精度が高くかつ確実な回転の得られる安定した補綴コン

ポーネントとの連結が実現しています。

ショートカム形態の連結（Kシリーズ）
CAMLOG®インプラントシステムのインプラントアバットメント連結は、大

部分がフォームフィットコネクションになっています。ショートカム形態と

の連結は、詳細な有限要素解析によって生体力学的に最適化されていま

す。右の図は、ISO 1480に準拠した200 Nの負荷下でのインプラントアバッ

トメント連結におけるミーゼス応力の分布を示したものです。

材料
すべてのCAMLOG®インプラントはグレード4チタンから、アバットメント

およびアバットメントスクリューはチタン合金TI6AL4Vで製造されています

（ASTM F136）。

SCREW-LINEインプラント（Kシリーズ）

ミーゼス応力

アバットメント（Kシリーズ）
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チームとは

患者
それぞれの患者に対して、インプラントによるオーラルリハビリテーション

の選択肢と限界を十分説明しなければなりません。患者が何を期待およ

び要望するかという点を明確にして、記録する必要があります。

歯科医
通常は補綴治療を行う補綴医がチームをリードします。役割としては、診

査および診断の実施、治療計画の作成、ならびに治療計画に対する患者

の同意と必要に応じて外科医および歯科技工士の同意を取得します。補

綴医は補綴の準備のコーディネーション、外科医は外科的侵襲、創傷治癒

およびインプラント部位の開創を含む外科的治療の段階の計画および処

置を行います。

外科医
外科医は、歯科医とは別に患者への説明を行います。その際、補綴医およ

び歯科技工士から提供された診断記録、医科/歯科既往歴およびX線情報

を利用します。外科医は、補綴医から求められたインプラント埋入を行い

ます。

歯科技工士
歯科技工士は、技工の知識と経験に基づいてインプラント修復の術前計

画に貢献します。また、セットアップ/ワックスアップの準備、審美性および

機能性の評価、ならびに最終補綴のデザインとインプラント位置について

提案を行います。その役割には、暫間および最終補綴物の作製、X線診査

用およびドリリング用テンプレートの作製、ならびにインプラントアバット

メントの選択が含まれます。 

歯科衛生士/看護師/歯科助手
歯科インプラントの長期的成功にとって重要な必要条件は、良好な口腔

衛生です。歯科衛生士/看護師/歯科助手は患者に正しい口腔衛生を説明

し、炎症が生じない口腔内環境に必要な準備段階を提供します。また、経

過観察のための定期的な診察の予約の受け付けも行います。

CAMLOG社
当社は、高品質な製品、情報、サービス、継続的な教育、ならびにCAM-

LOG®インプラントシステムの継続的な研究開発を通じて、インプラント治

療チームのすべてのメンバーをサポートします。

チームコンセプト
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チームアプローチ

品質と専門性に対する要求が高まるにつれて、チームメンバーの知識と経

験を集約する総合的なチームアプローチが必要になります。近年のインプ

ラント修復は、細部への高度な配慮と臨床経験を必要とします。このこと

は、補綴医、外科医、歯科技工士、ならびに看護師、歯科衛生士およびチェ

アサイドアシスタントなどのコ・デンタルスタッフのすべてに当てはまります。

CAMLOG社のチームコンセプトには、これらすべての要求が考慮されてい

ます。チームメンバーによる合同の治療計画の後、治療の順序を構築して、

明確に定義した特定の手順を個々のチームメンバーに割り当てます。

インプラント埋入前の外科手術と実際のインプラント埋入は、外科医また

は外科的な知識技術を有する補綴医が行います。外科器具は、取り扱い

が簡単になるように入念に準備する必要があります。歯肉貫通式のインプ

ラント埋入法（一回法）を実施する場合、二次手術（インプラント部位の開

創）は必要ありません。これとは対照的に、歯肉封鎖式のインプラント埋

入法（二回法）を実施する場合は、ジンジバフォーマーを装着して、適応症

に応じてインプラント部位の開創後から印象採得までの3週間に軟組織の

コンディショニングを行います。歯科医/外科医は、トランスファーシステム

および選択した印象材料（シリコン、ポリエーテル等）を用いて印象を採り

ます。その際、印象採得用コンポーネントのほかにはスクリュードライバー

のみが必要となります。ラボで主模型を作製した後、インプラントアバット

メントを選択します。インプラントアバットメント連結における回転方向の

安定性を含むインプラントコンポーネントの高い精度によって、時間のかか

る施術中の試適操作を省くことができます。アバットメントの埋入は簡単

かつ手短にできるため、歯科医および歯科技工士は補綴物の審美性と衛

生に集中できます。このようにして、CAMLOG®補綴コンポーネントに非常

に高い精度で適合するクラウンおよびブリッジ構造、ならびにハイブリッ

ド構造を作製することができます。

以上のように、CAMLOG®インプラントシステムはユーザーにとって使いや

すく時間のかからないシステムになっています。今日では、インプラント埋

入前の診断範囲と価値が変化してきています。インプラント埋入前の診断

は、補綴からの要求を重視しなければなりません（バックワードプランニ

ング）。

インプラント治療の成功は、ほぼ完全に審美性と機能性に基づいて判断さ

れるため、これらの点で妥協すべきではありません。治療の目的は、患者

指向のトータルリハビリテーションを行うことにあります。

治療の順序
治療計画 チーム 

治療前 歯科医（必要に応じて外科医）、コ・デンタルスタッフ、歯科衛生士

インプラント埋入 歯科医（必要に応じて外科医）

印象採得 歯科医（必要に応じて外科医）

模型の作製 歯科技工士

計画の見直しとアバットメントの選択 歯科医、歯科技工士

補綴物の作製 歯科技工士

一次焼成での試適（審美性の確認） 歯科医、歯科技工士

仕上げ 歯科技工士

補綴物の埋入 歯科医

メンテナンス/リコール 歯科医、コ・デンタルスタッフ
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はじめに

骨に対する無負荷または過小負荷の状態は、過剰負荷の状態と同様に骨

吸収（不動性萎縮および圧迫萎縮）を引き起こすことが一般生理学では

知られています。これら両極の中間が正常な負荷と呼ばれます。正常な負

荷は、骨の再生と吸収の良好なバランスの上に成り立っています。従来の

補綴におけるブリッジ修復は、支台歯部位への無負荷または過小負荷によ

って一貫して高い確率で骨吸収を引き起こします（MISCh/FrOST, 1990）。 

W. SChULTEは1982年にこのことを認識し、歯牙の喪失後すぐに始まる歯

周組織の萎縮を補正するために、早期の（可能であれば即時の）インプラ

ント埋入を提唱しました。このようなインプラント埋入は、歯槽骨を支持す

るとともに骨領域の過剰負荷または不動性萎縮を防止する作用を有する

ものです。

インプラント部位の歯冠歯根比

インプラントと骨の界面への負荷は、補綴物の負荷アーム（腸骨稜上のイ

ンプラント長とインプラントショルダーより上の歯冠長を合わせた長さに

相当）に対するオッセオインテグレーションに関連した抵抗によって生じ

る、てこの関係によるものです。この関係（IL）がCLより小さい場合は、負

荷を低減しなければなりません（補綴物をスプリントするなど）

治療コンセプト

References
Frost HM. 
Bone „mass“ and the „mechanostat“:  
a proposal. Anat Rec  
1987; 219:1–9

Misch CE. 
Contemporary implant dentistry.  
St Louis: Mosby Inc 1999 
Ch22:317–318

Schulte W. 
Das Tübinger Implantat.  
Schweiz Mschr Zahnmed  
1985; 95:872–874

IL

IL

CL

CL
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審美性

審美的な観点から治療法を選択する場合、初期状態および審美的欠陥の

外見が大きく関与します。審美ゾーン（上顎前歯部）では、スマイルライン

の状態によってどの程度処置が必要かということが決定されます。水平ま

たは垂直方向に硬組織または軟組織の顕著な欠損が存在し、それが口腔

外の顔の形に影響している場合は、インプラント位置または補綴デザイン

などの増骨によって口唇および頬を支持する必要があります。こうするこ

とで患者の顔貌を著しく回復することができます。

患者の協力
機能的な修復、特に審美的な修復に対する患者の要望が強いほど、そして

初期状態が不良であるほど、患者の教育をより詳細に行う必要があります。 

外科手術によって、機能性および審美性に一時的な制限が生じる場合や、長

期間プロビジョナルを装着する必要がある場合も考えられます。術前の処置

の程度およびケースごとの状況によって、全体の治療期間は変化します。

補綴修復を選択する際は、症例の機能的および審美的側面に加えて、病

歴によって明らかにされる、患者の口腔衛生と補綴物のケアに影響する

可能性のある肉体的または視覚的欠陥を考慮に入れるようにします。

患者の情報
禁忌を除外し、臨床的情報とX線情報を収集して診断が確定したら、説明

のための資料および模型を用いて患者への情報提供を行う時間を設定しま

す。治療のリスクと他の選択肢について十分話し合い、これを記録します。

スマイルラインが低い場合
歯冠長が見える割合は75%未満。
すべての治療法を適用する。

スマイルラインが高い場合
－歯冠長がすべて見える。
－隣接する歯肉が見える。

すべての治療法を実施する。
－オールセラミック修復
－歯冠乳頭
－瘢痕が目立たないようにする
－軟組織
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固定性修復

単冠修復
総合的な回復（restitutio ad integrum）を目的として治療を行う場合、選

択肢のひとつとして単冠修復が考えられます。この治療法は、歯周補綴リ

ハビリテーションから得られる多くの有利な要素を含んでいます。

・ 生理学的に適切な生体力学的負荷によって、硬組織および軟組織のさら

なる萎縮が防止できる。

・ 自然な審美のための良好な前提条件が確立される。

・ 口腔衛生の維持が容易である。

・ 技工物の作製が簡単である。

・ 延長/修正が容易である。

審美的に難しい領域
審美的に良好な修復を実現するためには多くの重要な要素が必要になり

ます。この重要な要素には、調和の取れた歯肉ライン、垂直/口腔顔面方

向および近遠心方向のどちらも最適なインプラント埋入位置、自然なクラ

ウンの形状、ならびに歯間乳頭が含まれます。また治療計画の際に、保存

すべき硬組織の形態および軟組織のマネージメントの適応を観察しておく

必要があります。

フラップ形成時およびインプラント埋入時には、組織の保存または維持の

ための処置を行わなければなりません。また、治療計画時に口腔衛生の

必要性も考慮することが重要です。

垂直方向のインプラントポジション

骨レベルでの近遠心的インプラントポジション

骨レベルでの距離

隣接接触点ま
での骨レベル
は5 mm

歯 肉 辺 縁 部 ま
でのインプラン
トショルダーは
3–4 mm

16 I 17

Behandlungskonzepte

1.5–2 mm 1.5–2 mm

> 3 mm

Ø
x

Ø
x

1.5–2 mm

Ø
x

16 I 17

Behandlungskonzepte

1,5–2 mm 1,5–2 mm

> 3 mm

Ø
x

Ø
x

1,5–2 mm

Ø
x

1.5–2 mm 1.5–2 mmセメント・エナメル
質接合部までのイ

ンプラントショル
ダーは2–3 mm
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生物学的幅
 

プロトコルに従ってPromote®表面とTPSコーティングを備えたインプラント

を埋入し、インプラント部位の開創と根尖方向に約1mmの微細な骨適応化

を実施すると、約3mm（1mmの結合組織適応構造、この上に約1mmの接

合部上皮付着部と約1mmの溝）の生物学的幅が残ります。

Promote®プラス表面を備えたSCrEW-LINEインプラントも同様に、骨レベ

ルから上に0.4mmの突起部ができるように埋入します。 1.0 mm 

1.0 mm 

1.0 mm 

3.0 mm

3.0 mm

≥

≥

1.2 mmの溝

1.2 mmの溝

1.0 mmの溝

1.0 mmの上皮

1.0 mmの上皮

1.0 mmの上皮

1.0 mmの結合組織

1.0 mmの結合組織

1.0 mmの結合組織

≥

≥

≥
≥

≥
≥
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連結クラウン

インプラント周囲の歯冠インプラント長比が望ましくない場合、より長いイ

ンプラントを使用するか、あるいは解剖学的に不可能であれば隣接するクラ

ウンと連結します。静力学的な理由から連結が必要であれば、口腔衛生に

関する条件も考慮に入れます。

クラウンブロックの埋入方向を一定にすることは、アバットメントの形成によ

って行われます。インプラントアバットメント連結部は修正すべきではありま

せん。

単冠修復

連結クラウン



CAMLOG® インプラントポジションプランニング

ブリッジ位置の例 初期状態

ラボアナログに装着したアバットメント

形成されたアバットメント

ブリッジのセメント合着

インプラント支持ブリッジ

インプラント支持ブリッジは、インプラントを埋入できる部位であればどの

位置でも埋入可能です。インプラントの配列は、各セグメントのスパンが短く

なるようにします。

クラウンブロックの埋入方向を一定にすることは、アバットメントの形成によ

って行われます。インプラントアバットメント連結部は修正すべきではありま

せん。
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可撤性修復

はじめに
ハイブリッドデンチャーは、インプラント保持、粘膜支持またはインプラント

支持されます。二次パーツ（テレスコープクラウン）または一次パーツ（バー）

がインプラントに対してテンションフリーで装着されることはパッシブフィッ

トと呼ばれます。

テレスコープクラウンの場合、三次フレームに二次クラウン（望ましくはガル

バノクラウン）を口腔内接着することによってパッシブフィットが可能にな

ります。バー構造の場合は、パッシブフィットのためにバースリーブを用いて、

口腔内でチタンベースの接着を行います。

ここでは、インプラント上で応力がかからない状態にするか、または応力が

最小限になるような適合を得ることが目的です。

バー構造
バー修復は、アングル2級および水平的欠損が大きな症例に適しています。

バー構造の作製では、既製のコンポーネントまたは個別にカスタマイズした

コンポーネントのいずれも用いることができます。

ボールアバットメント
ボールアバットメントは、簡単なインプラント補綴修復に適しています。この

アバットメントは維持装置に変わりありませんが、下顎の歯槽突起が顕著に

萎縮している場合、義歯床縁の延長部を加えることによって位置安定性が

得られます。
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Locator®アンカーシステム
Locator®アンカーシステムは、上顎および下顎の弾力性のあるフルデンチ

ャーのためのインプラント保持、および粘膜負担の補綴において使用され

ます。Locator®アンカーシステムの自動調整設計によって、補綴物の埋入と

装着を支持します。

テレスコープクラウン
テレスコープクラウン修復では、アバットメントが常に正確に定義された同

じインプラント位置に固定されるため、CAMLOGコネクションの生産精度が

特に求められます。可撤性の上部構造において、高い精度の適合性が簡単

かつすべての症例で一貫して得られます。

適応症： 

テレスコープクラウン法は、アングル1および3級の顎関係に適しています。
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治療計画

はじめに

近年のインプラント補綴物は望ましい治療目標からさかのぼって計画が立

てられており、これはバックワードプランニングと呼ばれます。バックワード

プランニングは、理想的な補綴位置にインプラントを埋入するために必要な

骨量を再建する増骨術時に特に適用されます。

審美性、機能性、音声学、および衛生学の観点から補綴主導型のポジショ

ニングとサイズの決定が要求されますが、これは歯科技工士がワックスアッ

プを基準として定義します。補綴デザインならびに必要なインプラント埋入

位置および軸アライメントは、歯科医と歯科技工士が密接に連携して決定

します。その際、両者は治療選択肢に関する情報を完全に共有していなけれ

ばなりません。

機能的（インプラントへの負荷、歯冠長）、審美的（軟組織の支持）または

衛生学的な理由などで、インプラントの埋入位置（元の歯の位置に隣接し

た位置）が固定性義歯に適さない場合は、可撤性義歯の使用を計画する必

要があります。

概要
プランニングは次のモジュールに分けることができます。

実際の状況/初期の補綴的状況
 一般的および局所的（歯科）病歴の問診、ならび

に口腔内外の臨床的診査、機能診査およびX線

診査を行い、実際の状況を確認・記録します。こ

れらの所見が口腔顎顔面の初期状況を把握する

基礎となります。

個々の治療目標
費用、治療およびリスクのそれぞれに対する効

果の分析を含む総合的な分析を行います。これ

によって、患者の要望とオプションをふまえてカ

スタマイズした治療目標が立てられます。

治療の順序
個々に設定した治療目標をガイドとして、補綴主

導のインプラント埋入位置を決定し、臨床的診

査とX線診査によって同位置を確認します。これ

に続いて治療の順序を定めます。治療の順序に

は、治療に付随する手段、増骨、および必要な術

前処置の計画が含まれます。
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既往歴

はじめに
全身既往歴および診断は、歯科の外科手術または修復治療で必要となる

評価の手順と変わりありません。ここでは歯周インプラント補綴治療に焦

点を当てて説明します。

全身的、社会的および歯科固有の既往歴によって、一般医療における禁忌

事項ならびに微小循環や計画したインプラント修復への患者の適応性に影

響を与える疾病を考慮します。ニコチン、アルコールおよび薬物の乱用など

のリスクファクターは、機密情報として評価し、話し合い、そして記録します。

患者の心理的状況および心理社会的状況は、期待できる治療遵守の指標

になるとともに、治療計画や将来的な補綴デザインに影響を与えます。

全身既往歴
全身既往歴には、疾病だけでなく、常用薬やインプラント補綴治療に悪影

響を及ぼす全身性の医学的問題も含めなければなりません。

歯科固有の既往歴
歯科の個別の既往歴によって口腔系の現状についての原因を明確にしてお

かなければなりません。これの情報から、診断されていない全身性疾患が

見つかることもあります。以前にインプラント埋入および/または骨移植が

行われている場合も、骨質の評価するうえで重要です。

診査

臨床
標準的な口腔外診査に加えて、軟組織の形態およびサポート（特に上顎）は

補綴物を設計するうえで重要な要素になります。要求される唇側の歯牙と

インプラント埋入予定位置の間に大きな差異がある場合、負荷の問題から

可撤性義歯（バー、テレスコープクラウン、ボールアタッチメント、Locator®な

ど）が必要になることがあります。

口腔内診査の結果によって、維持できる歯牙を決定します。口腔衛生の状

態を評価するとともに軟組織の病理学的状態を確認することによって、治

療中および術後に想定できる患者の治療遵守の情報が得られます。

静的および動的咬合、歯槽骨の長さ、および中心咬合位を確認します。治

療開始前に、顎関節症の検査も行います。

咀嚼系（ブラキシズムなど）の高いストレスを示す所見はすべて診査して記

録したうえで、補綴設計に反映させる必要があります。

無歯顎部位の軟組織の状態（付着歯肉の幅および厚さ）を確認するととも

に、インプラント埋入位置として安定した状態にするために、歯槽堤の拡張

も評価する必要があります。

X線診断
デンタルX線

デンタルX線は、一歯欠損や歯間ギャップが小さい場合の骨補充の初期評

価には十分です。残存歯列の歯周状態は、感染した歯周ポケットから病原

菌が侵入してインプラント埋入位置でコロニー形成する可能性が考えられる

ため、詳細に診査する必要があります。

オルソパントモグラム

オルソパントモグラムも、基本的情報を収集するうえで重要な機器です。特

定の状況で必要となる追加データは、デンタルX線写真、セファログラム、ま

たはコンピュータ断層（CT）スキャンで得ることができます。

セファログラム

オトガイからの骨採取を予定している場合や、矢状面に大きな差異がある

場合に使用します。 

CTスキャン/デジタルボリュームトモグラフィー（DVT）

CT/ DVTは、広範囲のX線診断、ならびにコンピュータベースの増骨術およ

びインプラント治療計画のための生データ生成において使用されます。CT/ 

DVT診断では、解剖学的構造の三次元的評価や現存する骨の密度の確認

などが可能になります（DVTでは相対的な情報のみまたはキャリブレーショ

ンを介する）。

純粋に二次元的な方法と比較して被曝線量が多くなるため、適応に関して

は厳密に遵守しなければなりません。
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ラボでの作業
模型による分析

診断用模型は、顎関係を評価するために調節性咬合器に取り付けることが

重要です。特に、咬合位を変更する場合はそれが有効または必要かどうか

を検討する必要があります。この模型による分析は、可能な限りインプラン

ト補綴治療を開始する前に行います。いずれのケースでも、咬合高径の変更

前にプロビジョナルを用いた長期治療を行う必要があります。

診断用模型

診断用模型には、咬合面だけでなく、前庭ひだおよび臼後領域も明確に再

現する必要があります（矢印参照）。

中心咬合位は、軸アライメントおよび位置を補正して模型が装着できるよう

に、自由に調節できなければなりません。

印象は、軟組織の状況ならびに硬組織および軟組織の欠損を前庭ひだに

至るまで再現することが必要です。それはこの段階から、インプラントを傾

けて埋入位置を調整したり増骨の必要性を検討したりするためです。歯周

補綴物と同様に、歯列の詳細の特定と獲得可能な咬合口高径の評価が可

能になる臼後領域も再現しなければなりません（矢印参照）。

テンプレートを使用することによって、歯周インプラントによるオーラルリハ

ビリテーションのプランニングと実施が著しく簡単になります。
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咬合器のセットアップ
インプラント治療計画のための診断用模型は、歯周補綴物と同様に非常に

硬質な歯科用石膏で作製されており、フェイスボウと中心咬合位のバイトを

用いて調整可能な咬合器に装着します。

咬合高径
咬合高径の補正が必要な場合は、インプラント補綴修復前にガードや長期

プロビジョナルによる治療を行う必要があります。

顎の関係（横断面）
顎の関係によって負荷の方向が制御されるため、インプラントの軸アライメ

ントを左右します。これは特にクロスバイトの状態で重要となります。

顎の関係（矢状面）
アングル2級歯列の場合、軟組織の支持が必要であることおよび舌のスペー

スを減少させることができないため、インプラントに対して正確にクラウン

を設置できません。この場合、可撤性義歯が適応となります。

初期の補綴状況
初期の補綴状況から、歯列の状態、顎の関係、口腔内硬組織の解剖学的状

態、口腔内外の軟組織、現状の機能、発音および審美性の制限、ならびに

患者のQOLに対する影響が分かります。
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ワックスアップ／セットアップ

ワックスアップ/セットアップは、ラボにおいて診断用模型上で作製します。こ

れによって、機能性と審美性のいずれの観点からも理想的な歯牙の位置決

めが可能になります。また、萎縮した顎骨と要求される補綴用クラウンの装

着位置に開きがあれば、増骨術が必要であることを早期に認識することに

つながります。

目標とする理想的な咬合コンセプトは、状況に適応した、臼歯部の早期離

開を伴う前歯－犬歯誘導です（中心咬合位の自由な調節を必要とします）。

プランニング用テンプレート 
プランニング用テンプレートは、計画したインプラント埋入位置を口腔内で

検査する目的で作製します。このテンプレートは、後にドリリング用テンプ

レートに転用することができます。

最初に、補綴による再建の予備計画で定めた理想的な補綴物の位置に、歯

科技工士がすべての欠損歯牙を対象として完全なワックスアップ/セットアッ

プを作製します。バックワードプランニングの原則に基づいて、この段階では

解剖学的な欠損は考慮する必要はないでしょう。治療目的に沿って、外科

手術と補綴方法を決定します。

このセットアップの段階でシリコンインデックスを作製します。硬化後に、中

心咬合位に沿ってインデックスを分割して頬側と舌側に分けます。

シリコンインデックスを使用してアクリル製テンプレートを作製することも

可能です。別の方法として、副模型を利用して硬質なバキュームフォイルで

作製することもできます。X線撮影法に応じて、造影性のあるマーカー（チタ

ン、スチール、硫酸バリウムコーティングなど）を含ませるようにします。

初期の状態

ワックスアップ/セットアップ シリコンインデックス

プランニング用テンプレートを用いた模型
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X線撮影用テンプレート

プランニング用テンプレートまたはベースをワックスアップ/セットアップから

作製する際に、CTプランニングチューブやX線造影性のあるマーカーを理想

的なインプラント埋入位置に装着すると、X線画像上で基準位置として用い

ることができます。

CTプランニングチューブは2つのパーツで構成されています。チタン製であ

るためCTスキャン時にアーチファクトが生じません。下部パーツはテンプレー

トの中に重合埋入されており、上部パーツはここに挿入します。X線診断時に

はCTプランニングチューブを組み合わせた状態で使用し、手術中は上部パ

ーツを外して使用します。

下部パーツは手術時に、パイロットドリルのガイドスリーブとして使用します。

使用する解析用ソフトウェアに応じて、CTプランニング用チタンチューブま

たはその他のX線造影性のあるポジショニング用コンポーネント（スチール、

硫酸バリウム）を装着します。CTプランニングチューブを歯肉に接触するよ

うに装着すると、CTスキャンで歯肉の厚みが計測できます。

CTプランニングチューブを装着したプランニング用
テンプレート

ドリル用テンプレートとして使用するため
上部パーツを外したテンプレート

CTプランニングチューブを配列したX線影用
テンプレート

X線造影性のある人工歯とともにCTプランニングチュー
ブを装着したX線撮影用テンプレート

外径2.5 mm

10 mm

4 mm

直径2.0 mmドリル用CTプラン
ニングチューブ、直径2.0mm
パイロットドリル用コルゲート
チューブ

直径2.0 mm CTプランニング
チューブ用ドリル

内径2.1 mm
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オルソパントモグラム／デンタルフィルムによる　
プランニング

目標
インプラントポジションを特定することが目標になります。ここでは、選択し

たコンセプトに従って最終的なインプラントプランニングを行います。インプ

ラント埋入に利用可能な骨量が測定できるように、X線画像上に微調整した

測定ポイントを示す必要があります。

臨床
ワックスアップ/セットアップを患者の口腔内に装着して確認します。これに

よってスマイルライン、シェード、顔の形およびその他の一般的要素など、審

美性をプランニングに反映させることができます。

オルソパントモグラム

オルソパントモグラム上で寸法を確認できるように、すべてのインプラント

タイプに1：1.25および1：1.4のスケールのX線プランニング用透明フィルムが

用意されています。透明フィルムの拡大率は、ほとんどのオルソパントモグ

ラムの遅延要素（delay factor）に合わせています。しかし、測定値はインプ

ラントサイズを決定する際の概算値として見なすべきです。

X線上でサイズを確認するときは、特定のインプラントタイプに合ったシー

ル式のインプラントプランニングシート（X線上に外形をトランスファーする

ためのもの、1：1.25のスケール）を選択して、オルソパントモグラムフィルム

上の計画した埋入ポジションに貼り付けます。

オルソパントモグラム上にX線上に外形をトランスファーした画像

+E219K530090101K

+$0000017460KW

X線プランニング用透明フィルム
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CTスキャン／DVT（3D機能付き／3D機能なし）　
による評価

骨の立体的なサイズを正確に把握し、その後のインプラントポジションのプ

ランニングには、CTスキャンまたはDVTによるデータおよびコンピュータを

利用したプランニング用プログラムが必須となります。上顎洞底挙上術のプ

ランニング時における隔壁や炎症などの特殊な状況、そして下顎の重要な

垂直的関係を把握することができます。プログラムによって、テンプレート

にX線造影性のあるポジションマーカー（チタンボール、チタンスリーブ、硫

酸バリウムコーティングなど）を入れる必要があります。

X線撮影用テンプレートで得られた情報は、CTスキャン/DVTおよび3Dプロ

グラムによる評価を利用することによって、骨量や骨質を同定するための医

学的情報を得ることができます（DVTでは相対的にのみ限定可能、または

キャリブレーションを介する）。また、X線撮影用テンプレートの補綴に関す

る情報をもとに、インプラントの本数、ポジション、直径、および長さを決定

します。

必要に応じて最終補綴物のデザインや硬軟両組織の増骨に関して患者と相

談する場合、この情報に基づいて行うとともに、治療チームで合意を得るよ

うにします。

得られた情報に基づいて、インプラント埋入予定位置を確認し、必要に応じ

て調整します。

模型に装着した状態 X線テンプレートを術部に装着した状態 コンピュータを利用したインプラント部
位の3Dプランニング

模型上での位置の確認 口腔内に装着されたX線テンプレート コンピュータを利用したインプラント部
位の3Dプランニング
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インプラントポジションの確認

最終補綴物デザイン

臨床状況、模型、X線所見およびコンピュータを利用したプランニングを参

考にして、治療計画の外科的な　可能性を確認します。臨床状況に応じて、

インプラント手術前またはインプラント埋入時に歯周的処置または増骨処

置を行います。

補綴デザインの個別化

問診時に患者が示したインプラント補綴修復の範囲および費用に関する要

望を、個々の補綴デザインに反映させます。インプラントの本数、増骨術の

必要性、および必要な軟組織の修正は、局所的状態と補綴デザインのみで

決定されます。患者へのインタビューは詳細に文書化し、また治療開始前

に患者から同意の署名を取得します。

治療順序の計画

補綴の目標が決定したところで、バックワードプランニングのプロセスにお

いて必要な治療のステップを明確にしていきます。このプロセスでは、必要

とされる治癒時間、特に増骨術に関連する治癒時間を検討しなければなり

ません。

患者へのインタビュー／説明の文書化
治療計画の結果について患者と話し合うようにします。その際、模型、X線

写真、プランニング用材料（ワックスアップ/セットアップ）およびコンピュー

タを利用したプランニング用プログラムを提示することが有用です。

考慮すべき基準は以下の通りです。

・ 初期状態

・ 審美性、機能性、快適性に関する要望および期待

・ 治療対効果

・ 費用

・ リスク

・ 治療期間

・ 治療中の快適性に対する制限

ドリリング用テンプレートの作製

A. 直径2.0 mmドリル用CTプランニングチューブ
CTプランニングチューブを装着したプランニング用テンプレートまたはX線

影用テンプレートを作製している場合、インプラントプランニングに基づいて

チューブ位置を調節することによって、これらのテンプレートをドリリング用テ

ンプレートに転用することが可能です。必要に応じて、このテンプレートが手

術中に所定の位置に留まるようにフラップを形成して、アウトラインに戻しま

す（手術領域外の歯肉または歯肉底［dental or gingival base］）。

パイロットドリル用CTプランニングチューブ

コイルなしの直径2.0 mmパイロットドリルは、直径2.0 mmドリル用のCTチ

ューブ（内径2.1 mm）と合わせて利用することもできます。このドリルの下部

にはリングマークが施されており、埋入部位にそれぞれ9、11、13、16、18お

よび20 mmのドリリング深さを示しています。各リングマークの幅は0.4 mm

です。18および20 mmのマークは塗りつぶされておらず、長さ4 mm、内径2.1 

mmのCTチューブを使用する際の方向を示す目的に利用します。

重要事項
パイロットドリルには、直径2.0 mmドリル用のCTチューブ（内径2.1 mm）

のみ使用するようにしてください。

B. CAMLOG®ガイドシステム
適切な3Dプランニング用ソフトウェアと関連するチューブ位置決めシステ

ムと共に、CAMLOG®ガイドシステムのラボ器具をラボにおいて使用し

て、現存するプランニング用テンプレートをドリリング用テンプレートに

転用します。このドリリング用テンプレートは下記のガイドのために使

用します。

・ インプラント床形成時にCAMLOG®ガイドシステムの外科器具

・ 埋入時にSCREW-LINEインプラントCAMLOG®ガイド、Promote®

11 mm
13 mm
16 mm
18 mm
20 mm

コイルなしの直径
2.0mmパイロット

ドリル

直径2.0 mmドリル用の
CTチューブ（内径2.1 mm）

  9 mm
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外科セット

SCREW-LINEおよびROOT-LINEインプラントにはそれぞれ異なる外科セット

が用意されています。SCREW-CYLINDER-LINEおよびCYLINDER-LINEのイン

スツルメントは、１つの外科セットにまとめられています。

外科セットには、インプラント床形成に必要なすべての外科器具が含まれて

います。

・ ラウンドバー

・ ドリルエクステンション

・ パイロットドリル

・ プレドリル

・ デプスストップ

・ 平行ピン

・ デプスストップ付きフォームドリル

・ フォームドリルコーチカルボーン（SCREW-LINEのみ）

・ タップ

・ タップアダプター

・ アダプター、ISOシャフトトルクレンチ

・ ドライバー、角度付きハンドピース用ISOシャフト

・ スクリュードライバー

・ ドライバー

・ 埋入ポスト用ホールディングキー

・ トルクレンチ

・ 埋入ツール（CYLINDER-LINEのみ）

・ 洗浄用ニードルおよびカニューレ

ドリルは治療順序と外科セットのCAMLOGカラーコードに基づいて分類さ

れています。外科セットは器具と共にオートクレーブが可能です。

外科および補綴CAMLOG®製品のカラーコード

カラー  直　径

グレー  3.3 mm

イエロー 3.8 mm

レッド 4.3 mm

ブルー 5.0 mm

グリーン 6.0 mm

インスツルメントシステム
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SCREW-LINE外科セット

ROOT-LINE外科セット
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ドリリングスピード

ドリリングスピードは直径によって決定されます。推奨回転数は、ドリルのタ

イプによって800～300rpmの範囲となります（ハンドピースの角度減少比は

16：1～20：1）。

スレッドタッピングの推奨回転数は15rpmです（ハンドピースの角度減少比

は70：1～100：1）。トルクレンチにタップアダプターを使用することにより、

手動タッピングも可能です。

Cooling

インプラント床形成用のCAMLOG®ドリリングシステムでは、ほとんどのバ

ーで内部注水方式を採用しています。冷却水には、滅菌生理食塩水（事前に

5ºC /41ºFに冷却）を使用します。

アングルハンドピースの内部/外部冷却併用によって最適な冷却が得られます。

Drill life

ドリルの寿命は、骨質とドリリングテクニックによって決定されます。パイロ

ットドリル、プレドリル、およびフォームドリルは、10～20 回位繰り返し使用

することができます。切れ味が悪くなって大きな力が必要になった場合は、

骨のオーバーヒートを防ぐために、速やかにドリルを交換してください。

デプスマークの最も下の目盛りがインプラント長さの基準になります。

注意
先端の最大延長は0.6 mmです。

*骨質がD1およびD2の場合、SCREW-LINE、ROOT-LINE、およびSCREW-CY-

LINDER-LINEインプラントではタップが推奨されます。

**SCREW-LINEコーチカルボーンドリルは、皮質骨（D1）の場合にインプラン  

ト埋入トルクを軽減させます。 

 品名      回転数（rpm）
 ラウンドバー     800
 パイロットドリル直径2.0 mm、デプスストップ付き/なし  800
 プレドリル直径1.7/2.8 mm    600
 フォームドリル直径3.3 mm、デプスストップ付き/なし  550
 コーチカルボーンドリル直径3.3 mm**   550
 タップ直径3.3 mm*     max. 15
 フォームドリル直径3.8 mm、デプスストップ付き/なし  500
 コーチカルボーンドリル直径3.8 mm**   500
 タップ直径3.8 mm*     max. 15
 フォームドリル直径4.3mm、デプスストップ付き/なし  400
 コーチカルボーンドリル直径4.3mm**   400
 タップ直径4.3 mm*     max. 15
 フォームドリル直径5.0mm、デプスストップ付き/なし  350
 コーチカルボーンドリル直径5.0mm**   350
 タップ直径5.0mm*     max. 15
 フォームドリル直径6.0 mm、デプスストップ付き/なし  300
 コーチカルボーンドリル直径6.0 mm**   300
 タップ直径6.0 mm*     max. 15
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その他の文書
外科および補綴器具ならびに補綴コンポーネントの準備に関する情報は、

「CAMLOG®インプラントシステム準備マニュアル」（品番J8000.0032）をご

覧ください。

CAMLOG®製品に関する詳細は、最新のCAMLOG®製品カタログ、作業マニ

ュアル、およびCAMLOG®製品を含むマニュアルをご覧ください。

登録商標および著作権
保護された商標名（登録商標）は特別に明示しておりません。明示の無い

場合でも、商標名が登録されていないことを意味するものではありません。

本文書は、すべての内容を含めて著作権で保護されています。CAMLOG 

Biotechnologies AG社との合意によらない著作権の範囲を超えた使用は

認められず、法律による処罰の対象となります。




