
“ Hi, I’m  
iTero Element 5D 
and I add a  
new dimension  
to dental care.”



Give your  
practice a new  
dimension.



放射線照射
なし

口腔内カメラ３Dデジタル
印象

隣接面う蝕の
発見を補助

リアルタイムの
タイム・ラプス

シミュレーション
機能
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診療を新たな次元へと導くプラットフォーム
を想像してみてください。それは、患者さまと
の関係強化とデジタルワークフローの促進に
つながるものです。

iTeroエレメント5Dは、単なる口腔内スキャ
ナーではありません。

3Dデジタル印象、口腔内カラー写真、および
近赤外光画像（NIRI）を同時に記録できる、
ハイブリッドな性能をもつ歯科用画像取得シ
ステムです。さらに、タイム・ラプスを利用して
経時的変化を記録することで患者さまの理
解度を促進させることもできます。

iTeroエレメント5Dで
一歩先を行く診療を実現



the eye can see.
Go beyond what

3Dモデルに沿ってルーペを動かすと、
NIRIと口腔内カラー写真が
同時に切り替わる

内蔵の口腔内カメラによる
口腔内カラー写真

隣接面う蝕の診断をサポートする
ためのNIRI画像

03

02

01

03 02

01



5

the eye can see.
Go beyond what

アライン・テクノロジー社において
NIRI技術を搭載した
初めての3D口腔内スキャナー

近赤外光画像（NIRI）技術により、診療の視
覚化がグレードアップします。

患者さまの歯牙の内部構造をリアルタイムで
スキャンしデータ化することで、医院のデジタ
ルワークフロー促進をサポートしています。

				患者さまの歯牙をスキャンし、包括的な予
防および補綴治療のオーラルケアに活用
できます

				定期診察時に、隣接面う蝕の発見とモニ
タリングに活用できます

歯牙の表面にワンドを置く

歯牙のエナメル質が
近赤外線波に対して黒っぽく見える

近赤外光の透過を阻害する象牙質や
う蝕などは白っぽく映るC
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Take patient 
communication
to the next level. 
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ドクターの見ているものを　　
患者さまにも

専門的な知識の少ない患者さまの目には、口
腔内の変化は気づきにくいものです。患者さ
まの関心を惹きつけましょう。

診察の品質向上のサポート

   NIRI画像と口腔内カラー写真を同時に比
較することで、現在の歯牙の状態や口腔
衛生について、患者さまが理解しやすくな
ります。

   継続的な患者さまの記録と、包括的な情報
に基づくチェアサイドのコミュニケーション
をサポートします。

患者さまのオーラルケアへの　
関心を高めましょう

   自分の口腔衛生がどのような状態なのか
を正確な画像で患者さまに示すことで、
理解や治療のきっかけとすることができま
す。

   治療オプションや経時的変化について、今
後の治療に関する対話を増やすことができ
ます。



				歯牙摩耗、歯牙移動あるいは歯肉退縮の
進行など、患者さま自身の口腔内の状態
の変化を患者さまに示すことができます。

				患者さまに治療計画を理解頂き、長期的
に良い影響を与える習慣のサポートをし
ます。

				3Dモデルを取得すると同時に、NIRI画像
や口腔内カラー写真と並べて比較するこ
とができます。

				3Dモデルを回転すると、NIRI画像もリア
ルタイムに回転するため、複数の角度から
う蝕の発見をサポートします。

in action.
See your expertise

視覚機能の強化により、
患者さまのオーラルケアは一歩先の時代に

近赤外光画像（NIRI）技術と口腔内カメラを
利用し、デジタル印象に留まらず、さらに多く
の視覚的機能を提供します。

経年的変化をタイム・ラプスで視覚的に
確認する：
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See your expertise

歯牙摩耗等、口腔内の経時的変化の
確認をサポートするタイム・ラプス

隣接面う蝕等の診断をサポートする
NIRI画像

同じ角度と歯列弓のセグメントを示す口
腔内カラー写真の画像

Before After



Let patients 
see what 
you see in 
one scan. 

3Dデジタル印象、	 NIRI画像および口腔内カ
ラー写真をたった1回のスキャンで取得し、
診断、治療およびアライナー矯正治療のワー
クフローをサポートします。

5Dが提供する全機能を活用することが

患者さまの口腔衛生改善のサポートとなります

先進的な視覚化ツールにより、患者さまは自
身の口腔衛生についてリアルタイムで知るこ
とができます。
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指先を使った簡単な操作による視覚化機能の3Dデジタル印象

タイム・ラプス

咬合クリアランスツールなどの分析手段補綴および矯正ワークフローのための3Dデジタル印象

アウトカム・シミュレーター プログレス・アセスメント

NIRI画像 口腔内カラー写真の
画像



I expand your
“In a single scan,

spectrum
of visualisation.”
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I expand your
“In a single scan,

spectrum
of visualisation.”



Optimise your
restorative 
workflow.

効果的な診療の実現をサポートします

歯科技工所との連携や補綴治療の効率性を
改善します。

			歯科技工所ネットワークを活用し、インプラ
ントやデジタル治療計画のための一連の補
綴ソリューションを提供します。

				補綴STLファイルを歯科技工所に直接送
信するか、クラウドからエクスポートします。

				STLファイルをサードパーティのCADソフ
トウェアにエクスポートし、迅速で正確なチ
ェアサイドでの補綴物加工を実現します。



インプラント
アバットメント

ベニヤ インレー オンレーブリッジクラウン

15



Give your digital workflow 
an exclusive boost.
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Give your digital workflow 
an exclusive boost.

iTeroエレメントは患者さまのコンプライアンス向上のため、　
モニタリングの補助ツールとして活用いただけます

				アウトカム・シミュレーターを利用し、患者
さまは治療結果のシミュレーションをビ
ジュアル情報として簡単に思い描くことが
できます。

				プログレス・アセスメントを利用して、具体
的な治療計画に対して、実際の治療の進
捗状況を患者さまに表示します。このツー
ルをリアルタイムで利用し、コンプライアン
スの問題や、次回の診療時に期待できる
成果について話し合うことができます。

				診察と診察の間に発生する微妙な変化に
患者さまが気付くのは難しい場合があり
ます。タイム・ラプスは、鏡では気付きにく
い変化を強調して表示することにより、患
者さまに治療に関わり続けていただくた
めの優れたツールです。

				NIRI画像と口腔内カラー写真を利用し、
口腔衛生が及ぼす影響を患者さまに伝え
ることができます。



iTero エレメント 5D iTero エレメント
5D
ラップトップ  1

特長 iTero エレメント 
5D

iTero エレメント 
5D

ラップトップ
iTero エレメント 2 iTero エレメント フレックス iTero エレメント

カラースキャン

オートキャリブレーション

包括的な補綴およびインプラントのワークフロー

チェアサイドCAD/CAMシステムとのネットワーク機能

タイム・ラプス

アウトカム・シュミレーター	

プログレス・アセスメント

アライナー矯正治療との連携

21.5インチのワイドなタッチスクリーン

バッテリー内蔵

近赤外線画像（NIRI）撮影機能

口腔内カラー写真撮影機能
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特長 iTero エレメント 
5D

iTero エレメント 
5D

ラップトップ
iTero エレメント 2 iTero エレメント フレックス iTero エレメント

カラースキャン

オートキャリブレーション

包括的な補綴およびインプラントのワークフロー

チェアサイドCAD/CAMシステムとのネットワーク機能

タイム・ラプス

アウトカム・シュミレーター	

プログレス・アセスメント

アライナー矯正治療との連携

21.5インチのワイドなタッチスクリーン

バッテリー内蔵

近赤外線画像（NIRI）撮影機能

口腔内カラー写真撮影機能

iTeroエレメント5D が加わり、　
製品ラインがさらに充実しました。
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