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About us

iCATラボとは
2003年11月11日に創業した株式会社アイキャット。CT撮影データに口腔の情報を示す模型を合成

してインプラントのシミュレ―ションを行うソフトウェア、その診断データをもとに作製する手術

用の「ガイド」でインプラントの手術支援を行ってきました。

2016年1月 iCATはさらなるインプラントのトータルソリューション、中でもCT診断から最終補綴

までのデジタルデンティストリーによる一気通貫の実現を目指して「iCATデンタルラボラトリー

（通称：iCATラボ）」を設立しました。

インプラント技工に限らず、義歯を除くインレー/クラウンブリッジなどの一般歯冠補綴の技工も

承っています。
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顎骨CT撮影
診査

口腔内スキャン
診査

インプラント・シミュレーション
診断

CADワックスアップ 埋入シミュレーション

ガイドサージェリー
外科処置

CAD/CAM補綴

iCATデンタルラボラトリー（iCAT Dental Laboratory）

技工士 ：10名

所在地 ：〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島3-19-15 第3三ツ矢ビル5F 

TEL ：0120-167-190（iCATカスタマーサポート）

FAX ：06-6886-7399 

URL ：www.icatcorp.jp

自己紹介

2020年8月現在



国内トップシェアを誇るiCATのインプラント支援システム「Landmark System（ランドマークシステム）」

とCAD/CAM補綴を融合しました。より完成度の高いインプラント治療を実現します。

診断用ワックスアップから、診査・診断・手術、さらには最終補綴までトータルにナビゲートします！
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CT撮影

印象 研究用模型

メーカー、機種は問いません

ステップ１：事前技工

リアルワックスアップ

臼歯３歯
に差替

■1歯/2歯の場合

CT撮影用テンプレート

CADワックスアップ

【少数歯欠損の場合】

従来からある歯冠のワック
スアップも受けています。

デジタル化された模型上にCADソフトによって
ワックスアップを行います。この歯冠データは
LANDmarkerに表示され、最終補綴にも使用さ
れます。

前歯３歯
に差替

バーチャルワックスアップ

1,2歯欠損ならLANDmarker
に搭載されている機能の
「簡易ワックスアップ」が
有効です。

【多数歯欠損の場合】

診断用ワックスアップ
多数歯欠損の場合、CT撮影用テンプレートの事前作製がおすすめ
です。

義歯作製時に「排列試適」をするような多数歯欠損では、想像によ
る適当な人工歯位置では不安なため、通常「仮床試適」を行います。
同じようにCTによるトップダウントリートメントの診断でも、排
列試適をするような欠損歯数であれば「CT撮影用テンプレートの
作製」をお薦めします。

■3Dpdfによるデータチェック

iCATラボで作成したCADワックスアップは、インターネットを通
じてお届けします。CADソフトがなくても3Dpdfを用いて3Dで形
状を確認いただけます。先生とiCATラボで同じデータを見ながら、
修正箇所のやり取りが可能です。
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インプラントの診断において、「無垢なCTデータ」ではクラウンなどの金属による障害陰影（金属

アーティファクト）があり診断の邪魔になります。しかし事前準備をしっかりと行うことで、安全と

安心そして確実なインプラント治療につなげることができます。

シミュレーションのデータ作成前に、リアルな技工による診断用ワックスアップやCT撮影用テンプ

レートの作製、またCAD/CAMソフトを使ったCADワックスアップなどをiCATラボでは承っています。

診断用
ﾘｱﾙﾜｯｸｽｱｯﾌﾟ

CT撮影用
テンプレート

CADﾜｯｸｽｱｯﾌﾟ



参考３：CT撮影テンプレートの作製ポイント

CT撮影データでは金属アーティファクトによって咬合平面がわかないことが多いため、サベヤーを使って同一平面内に
凹状のディンプルを掘り、同部に造影材であるストッピングを付与する。（総義歯の場合は平行である必要はない）

歯冠の舌側において床縁を離すことで、模型合成時に
歯冠の舌側形状が再現される。

歯冠位置を認識するために、CT撮影用テンプレートの歯冠咬合面ならびに歯頚部の中央にディンプル状の凹みを掘り同部に
ストッピングを挿入(a)。場合によっては歯軸位置にツイストドリルなどでφ2㎜の穴を開けてストッピングを挿入する(b)。

詳しくは別途技工資料をご覧ください。以下はポイントのみを述べています。

1）合成用ならびに咬合平面把握のために

2）歯頚部位置の把握のために

3）歯軸の把握のために

参考１：CT撮影時に「床内面にフィットチェッカー」と「アングルワイダー」のお薦め

咬合床や現義歯に沿った歯冠位置でCADワックスアアップを作製できます。

咬合床 現義歯の石膏模型

合成のための指標付けて、CT撮影を行います。

参考２：事前技工のショートカットとCADワックスアップ

CADワックスアップ

CT撮影用テンプレートを装着
している場合、床内面に
フィットチェッカーを一層敷
いた状態でのCT撮影をお薦め
しています。
診断時の粘膜面がわかったり、
またガイド作製時の模型合成
のチェックに役立ちます。

ご参考

咬合床や現在使用中の義歯の人工歯排列に問題がない場合、同義歯を活用しシミュレーション前の技工をショートカットできます。
(1)咬合床において臼歯部の転覆試験や前歯部の豊隆確認を行います。また使用中の義歯の排列位置に問題がないことを確認します。
(2)ディンプル状の凹みを床に掘り（後述）、同部にストッピングを入れて口腔内に装着。CT撮影にのぞみます。
（なお、使用中の義歯の場合は凹みを埋める修理が後に必要です）

(3)咬合床や現在使用中の義歯をiCATでデジタル化しCADソフトで参考にすれば、適正な歯冠の位置でCADワックスアップを配置できます。

咬合床に
ディンプルした
写真

使用中義歯
のデジタル
データ

7T7は不要
クラブリっぽく
修正差替

7T7は不要
クラブリっぽく
修正差替

またアングルワイダーを利用
して口腔内に空気層を作ると、
頬粘膜や口唇が離れるため、
歯肉の厚みも確認できます。

a b



ステップ２：データ作成・ガイド作製

事前に様々な技工準備を行うことでインプラントの診断は向上します。なかでもコンピュータで3次元

ならびに2次元画面を見ながらのインプラント・シミュレーションは非常に有効です。

iCATにシミュレーションのデータ作成をご発注いただくと、顎骨CTデータに研究用模型をデータ化し

て合成し、トップダウントリートメントにより有効な画像で診断が行えます。LANDmarker Directを

ご利用の先生もデータ作成をご発注いただくことで、時間的な労力削減、金属アーティファクトの影

響のない歯冠形態の再現が可能です。

【外注１：模型合成（標準）】

【外注２：歯冠・粘膜合成】

標準的なサービスです。
(1)模型合成（欠損部分割付）ならびに対合顎模型の合成
(2)歯列弓2本 ※1
(3)下顎症例の場合、対象側の下顎管仮抽出
(4)歯冠直下のインプラント仮置き
を行います。

※1：「トップダウントリートメントのための歯冠弓」と「下顎管チェックのための顎骨弓」を引いています。

オプションサービスです。
標準合成の(1)～(4)に加え、
(5)対象顎において「粘膜を示す口腔内の模型」と「診断用ワックスもしくはCT撮影用テンプレートの

模型」を２つを合成。対合顎の模型は分割なしで合成

（１）データ作成

データ作成の外注は2つのメニューがあります。
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ガイドは３タイプを作製可能です。
１）１本のドリルを支援するシングルガイド（直径はφ1.6㎜、２.0㎜、2.75㎜、3.0㎜の4種）。
２）別売のサージカルキットの専用部材を用い、レンチ様の部材を変更していくことで1つのガイドで複数径に対応可能なマルチ

ガイド（直径はφ２.0㎜、2.75㎜、3.0㎜の3種）。
３）各メーカーのガイドシステム※1に対応したインプラントの埋入まで可能なカスタムガイド。

1）シングルガイド 2）マルチガイド 3）カスタムガイド※1

※１：現在対応のシステム
京セラ, ケンテック, ジーシー, ブレーンベース, bicon, Biohorizon, camlog, 
Neoss, Nobel Biocare, Zimmer Biomet（Biomet 3i, LODI, spline）

詳しくはLandmark Systemのパンフレットをご覧ください。

顎骨のCTデータに模型のデータを重ね合わせ、同データから造形された顎骨の模型です。
石膏系と樹脂系の２タイプを作製可能ですが、模擬手術の場合は発熱の少ない石膏系の「顎模型」をお薦めします。ガイドとの
併用で事前に手術イメージができます。

樹脂系顎模型石膏系顎模型 ガイドを用いた術前イメージ

（４）CAD/CAMプロビジョナル

CADワックスアップの歯冠データを利用すること

で、埋入部直上に大きな穴が開いたインプラント

埋入時のCAD/CAMプロビジョナルをガイドと同時

にお届けします。

CADワックスアップを流用するため、データ作成
時にCADワックスアップのご発注が必要です。

（２）ガイド作製

（３）顎模型作製



ステップ３：インプラント技工

最後は主にCAD/CAMとインプラントを軸とした技工。義歯系を除く天然歯「クラウンブリッジ/イン

レー系」や、CAD/CAM保険冠も行っています。
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（１）セミカスタムアバットメント

iCATラボのおすすめ技工をご紹介

iCATラボがお届けする技工から特徴的でおすすめなものをご紹介します。

既成アバットメントよりも自由な形状で、フルカスタムよりも「シンプル」にかつ「安価」にご発注いただけます。

いくつかの項目を選択して症例にマッチしたアバットメントを作製可能です。

松風の開発・設計によるオリジナルを忠実に再現した高品質・高精度なアバットメントです。

CADワックスアップからご利用いただいた場合、最終補綴形態を見ながらのインプラントシミュレー

ション、その診断結果にもとづくガイドによる手術、シミュレーション通りの最終補綴が実現します。

■ストレート ■角度付き

安価で自由に！

提携技工所：松風S-WAVE CAD/CAM加工センター



これまでカムログインプラント以外は海外輸入などに依存していたセレック用チタンベース。

粘膜貫通部をチタンで形成するので特に粘膜の厚い症例でジルコニアでは強度的に難しかった

緩やかな立ち上がりが可能。

対応メーカー5社：ノーベルバイオケア、ストローマン、デンツプライ、バイオメット3i、ジンマー

ジルコニアCAD/CAM e.MaxプレスまたはCAD/CAM メタルボンド

自社ミリングマシンの稼働によりCAD/CAM保険冠を値下げ！小臼歯は2レイヤーも作製可能です。

５層のジルコニアクラウン：
・５層構造(※）のジルコニアで審美性が向上。

・「研磨のみ」「ステイン」だけでコストダウン！

・高い透光性を示しながら、1,000MPa以上の曲げ強さを実現！

・築盛が不要なためチッピングのリスク軽減！

（２）セレック用セミカスタムチタンベース

（３）クラウン・ブリッジ技工

（４）CAD/CAM保険冠

下顎6番も
保険適用開始！

イメージ図 ※パールホワイトのみ単層

・前臼歯クラウン
・3歯ブリッジ（大臼歯含む）

・3～6歯ブリッジ（大臼歯含まない）

・※連続ポンティック不可

推
奨
用
途

松風ディスク ZR ルーセント FA

審美性と強度
を追求！

セレック用セミカスタム

チタンベース

院内セレック技工

提携技工所：松風S-WAVE CAD/CAM加工センター

CEREC用穴あきブロック

セレックを
お使いの先生へ！



「最先端のデジタルデンティストリーによって先生方に最高の技工物をお届けしたい。」
その思いのもと集まった技工士です。

福田 善彦 1991年 大阪歯科大学歯科技工士専門学校卒

1992年 大阪歯科大学歯科技工士専門学校専攻卒

1993年 医療法人崇人会 小室歯科久宝寺診療所勤務

2006年 幸恵会 カツベ歯科診療所勤務

2011年 岡田会 岡田歯科クリニック勤務

iCAT Lab.チーフテクニシャン

大阪セラミックトレーニングセンター週末13期卒

SJCD テクニシャンコース12期（佳作受賞）

奈良県歯科技工士会ポーセレンコンテスト優勝

技工士歴24年。大阪セラミックトレーニングセンターや西村塾で腕を磨いたセラミスト。インプラント補綴、歯周補綴を特に

得意とし、Dr.や患者から高い評価を得てきた。CAD/CAM補綴にも精通、ラボ設立とともにチーフテクニシャンに就任。

北村 尚平 日笠 健太

野﨑 博之大槻 倫久

新大阪歯科技工士専門学校卒

サンデンタルラボラトリー勤務

鳥取歯科技工専門学校卒

ワールドラボ 大阪センター勤務

新大阪歯科技工士専門学校卒

フリースタイル勤務

東洋医療専門学校卒

医科歯科技研勤務

大阪セラミックトレーニングセンター週末（宮崎校）12期卒

西村塾 大阪3期

QDT NEXT GENERATION 掲載 （2009年）

Introduction of the staff スタッフ紹介

佐野 成仁 韮澤 和希

石塚 えり佳千葉 恵那

新大阪歯科技工士専門学校卒

ナショナルデンタルラボラトリー勤務

東洋医療専門学校卒

アイキャット入社

新大阪歯科技工士専門学校卒

アイキャット入社

大阪歯科学院卒

デンタルアルファ勤務

山口 由起子

新大阪歯科技工士専門学校卒

おくだ歯科医院勤務



最先端のデジタルデンティストリーを実現するおもな設備です。

Identica hybrid

（MEDIT社）

D900L

（3Shape社）

ラボ用・卓上光学スキャナー ラボ用・卓上光学スキャナー

EDEN250

（Stratasys社）

DWX-51D

（Roland社）

CAD/CAM用ミリングマシン ３Dプリンター（光造形機）

ミニレーザーEVO60

（OROTIG社）

Zircom

（KDF社）

シンタリングファーネス（Zrなど） レーザー溶接機

EP3010

（Ivoclar Vivadent社）

Master S

（KDF社）

ポーセレンファーネス ボンドファーネス

Facilities introduction 設備紹介

ジルコニア １e.ｍax   １ジルコニア ５

Case 症例



iCATデンタルラボラトリー

〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-19-15 第3三ツ矢ビル5F

20200807受付時間：午前9:30～午後5:00（土日祝日は除きます）


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12

