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1. 欠損する 2. 連続した複数歯を欠損する 3. 複数の歯を欠損する
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4. 根尖病巣・急性 5. 根尖病巣・慢性

 エンド
1. エンド済み 2. 再根管治療が必要

3. 根尖病巣・急性 4. 根尖病巣・慢性

 ペリオ
1. ペリオ

2. 骨・歯肉吸収の度合いを個別設定する 3. 歯肉を表示する

4. 治療計画画面での歯肉表示

 歯冠修復
1. 充填・インレー・アンレー 2. 異常ありとは 3. クラウン

4. ポストとコアが分かれている理由 5. 入力済の歯冠修復物を除去する

 ブリッジ
1. ブリッジを入力する

2. 異常ありとは 3. ブリッジを部分的に異常ありにする

4. 入力済のブリッジを除去・変更する

 ヘミセクション

 インプラントブリッジ
1. 簡単にセラミックのインプラントブリッジを埋入する

2. いろんな上部構造のインプラントブリッジを埋入する

 保険義歯
1. 総義歯

2. パーシャルデンチャー

3. クラスプ 4. 床 5. パラタルバー
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 自費義歯
1. 総義歯 2. パーシャルデンチャー

3. クラスプ 4. 金属床

5. 残根義歯 6. アタッチメント

7. リンガルバー・リンガルプレート 8. コーヌス 9. ノンクラスプデンチャー

 インプラント
1. 簡単にセラミックインプラントを埋入する

2. いろんな上部構造のインプラントを埋入する

3. 1歯2本　2歯3本 4. アタッチメント（磁性・OPアンカー）

5. オーバーデンチャー

 審美
1. ホワイトニング 2. ラミネート

 印刷
1. 現症画面 2. 治療計画画面 3. スタート画面

4. 備考欄作成のヒント 5. 備考欄の入力方法

 治療見積書
1. 治療見積書の作成方法 2. 治療見積書の保存方法

3. 治療見積書の題名変更 4. 治療見積書の印刷方法

5. 治療見積書 作成画面

6. 複数歯にまたがる治療を一括して表示する

7. クラウン・ポストそれぞれの金額を表示させる

8. コメント欄作成のヒント

9. コメント欄の入力方法

 緊急治療

 放置イメージ
1. 放置イメージを作成する 2. プレゼンテーションで見る

3. 放置イメージを削除する

 プレゼンテーション

 保証書
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欠損・埋伏歯

1. 欠損する
欠損させたい歯をクリックして、メニューバー「欠損」→「欠損」をクリックすると、歯が欠損します。

2. 連続した複数歯を欠損する
連続した歯を欠損する場合、一気に欠損することができます。

例えば、8番をクリックしてShiftキーを押しながら6番をクリックして「欠損」をクリックすると、まとめて欠損できます。

3. 複数の歯を欠損する
１歯をクリックしてCtrlキーを押しながら欠損する歯を全てクリックし、「欠損」をクリックすると、複数欠損できます。

4. 欠損を元に戻す
欠損した歯をクリックし、メニューバー「欠損」をクリックすると、元に戻ります。

5. 埋伏歯を入力する
8番をクリックしてメニューバー「欠損」の「埋伏歯」をクリックします。

埋伏の状態は4種類あり、「反転」させることもできます。

選択したら、「入力完了」をクリックします。
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 歯を右クリックすると、このようなメニューが表示されます。
 ここから歯を欠損することもできます。



カリエス

カリエスを設定したい歯をクリックして、メニューバー「カリエス」をクリックします。

カリエス設定画面が表示されます。C1～C4・面の指定と自発痛の有無を選択して「入力完了」をクリックします。

A・・・ 前歯1～3番は、C1とC2のＬ面は、同じ色の濃さで表示されます。

B・・・ 4・5番、Ｌ面のカリエスは表示されません。

C・・・ C3を表示しています。面の指定はできません。

D・・・ C4を表示しています。面の指定はできません。

E・・・ 自発痛の有無を「有り」と設定すると、歯髄部分が赤く表示されます。
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患者様の歯の状態がC4だが、ISIのC4の絵とは違う場合
患者様の歯の状態により、C4でもC3やC2の絵がふさわしければそちらをお使いください。



歯髄症状

1. 無髄
1歯をクリックしてから、メニューバー「歯髄症状」をクリックします。

歯髄の状態「無髄」をクリックすると、歯髄がグレーで表示されます。

2. 自発痛がある 3. 無髄・自発痛がある
歯髄の状態「有髄」、自発痛「有り」をクリックすると 歯髄の状態「無髄」、自発痛「有り」をクリックすると

歯髄が赤く表示されます。 歯髄が赤で囲まれたグレーで表示されます。

4. 根尖病巣・急性 5. 根尖病巣・慢性
根尖病巣「急性」をクリックすると 根尖病巣「慢性」をクリックすると

根尖が赤く表示されます。 根尖がグレーで表示されます。
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最初は、「有髄」・自発痛「無し」・
根尖病巣「無し」になっています。

根尖病巣は、エンドの画面でも入力できます。



エンド

1. エンド済み
1歯をクリックしてから、メニューバー「エンド」をクリックします。

現症画面では、来院時に既にエンド済みだった場合、エンド済みですか？「はい」を選択します。

治療計画画面では、治療計画でエンド予定の場合、エンド済みですか？「はい」を選択します。

エンド済みの場合、歯髄がグレーで表示されます。

2. 再根管治療が必要
エンド済み・再根管治療が必要な場合は、エンド済み「はい」、再根管治療が必要「はい」をクリックすると、

歯髄がピンクで表示されます。

3. 根尖病巣・急性 4. 根尖病巣・慢性
根尖病巣「急性」をクリックすると 根尖病巣「慢性」をクリックすると

根尖が赤く表示されます。 根尖がグレーで表示されます。
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最初は、エンド済み「いいえ」・
再根管治療が必要「いいえ」・

根尖病巣「無し」になっています。



ペリオ

1. ペリオ
1歯をクリックしてから、メニューバー「ペリオ」をクリックします。

【ポケットの深さ】：左から2mm・4mm・6mm・8mmを表示しています。

【動揺度】：左からM1・M2・M3を表示しています。

【骨吸収のレベル】：左から1/3以下・1/3～1/2・1/2以上・著しいを表示しています。

【根分岐病変】：左から急性は赤・慢性はグレーで表示しています。

7

 ペ
リ

オ

ポケットの深さ・動揺度・骨吸収のレベル・根分岐病変を
表示することができます。

歯槽骨は緑・歯肉はピンクのライン
「骨吸収のレベル」の詳しい設定方法は

次のページへ



ペリオ

2. 骨・歯肉吸収の度合いを個別設定する
①「ペリオ」の「骨吸収のレベル」をクリックする。 ②右上8番をクリックし、Shiftキーを押しながら

右下8番をクリックして全歯選択します。

③まず、骨吸収の度合いを設定します。

④1歯をクリックして「歯肉吸収の個別設定を行いますか？」

「はい」をクリックし、骨・歯肉吸収の度合いを設定します。

3. 歯肉を表示する
「歯肉を表示しますか？」「はい」をクリックすると、歯肉が表示されます。

4. 治療計画画面での歯肉表示
現症でペリオを設定、また、歯肉を表示させても、治療計画では最初表示されません。

歯肉を表示したい場合・・・メニューバー「表示」→「歯肉」→「表示ON」をクリック→歯肉と、設定したペリオが表示される

設定したペリオを表示したい場合・・・メニューバー「表示」→「ペリオ」→「表示ON」→設定したペリオのみ表示される

歯肉・ペリオを表示させない場合・・・メニューバー「表示」→「ペリオ」→「表示OFF」

8

 ペ
リ

オ

♪ペリオを設定する際のヒント♪
患者様に一番近い状態を全歯に入力してから

個別に入力することをお勧めします。



歯冠修復

1. 充填・インレー・アンレー
1歯をクリックし、メニューバー「歯冠修復」→「充填・インレー・アンレー」をクリックします。

充填方法・材料・面を指定します。

2. 異常ありとは
現症時、2次カリエス・不適合がある場合に異常「あり」をクリックすると、

ピンクで表示されます。メタルの場合は、紫色で表示されます。

※治療計画画面では、治療完了の状態を作成するため、

「異常あり」を入力することはできません。

3. クラウン
1歯をクリックし、メニューバー「歯冠修復」→「クラウン」をクリックします。

冠の種類・材料・ポスト・コアを入力します。

4. ポストとコアが分かれている理由
ポストコアは患者様からは見えません。そのため、通常ポストと冠のみ表示し、ポストコアが入っているか

根を見て分かるようにします。但し、現症時に、冠の脱離など、コアが見えている状態で来院されるケースも

ありますので、その際はポストとコアを両方表示させましょう。

5. 入力済の歯冠修復物を除去する
除去したい歯を1歯クリック→メニューバー「歯冠修復」→「充填・インレー・アンレー」→「なし」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→「クラウン」→冠の種類「クラウン無し」・ポスト/コア「なし」
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環境設定→治療見積書→定型設定データは、冠・ポストのみ金額を入れましょう。

①冠脱離で来院された場合
設定方法→冠の種類「歯根のみ」　ポスト「メタル」　コア「メタル」

②通常のフルクラウンの場合
設定方法→冠の種類「フルクラウン」　ポスト「メタル」

③2次カリエス・フルクラウンで来院された場合
設定方法→冠の種類「フルクラウン」　ポスト「メタル」　異常「あり」

①　　　②　　　③



ブリッジ

1. ブリッジを入力する
①1歯をクリックし、メニューバー「欠損補綴」 ②≪支台の入力方法≫

→「ブリッジ」をクリックします。 支台を入力する歯をクリックし、支台装置とポンティック

「クラウン-支台」を選択し、冠の種類などを入力します。

③≪ポンティックの入力方法≫ ④最初から入力をやり直したい場合、

ポンティックを入力する歯をクリックし、 「除去」をクリックすると元の状態に戻ります。

支台装置とポンティック「ポンティック」を選択します。

⑤ブリッジの入力が全て完了したら、「設定」を

クリックして、「入力完了」をクリックします。
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ブリッジ

2. 異常ありとは
設定方法：ブリッジ設定完了　→　ブリッジを1歯右クリック　→　「補綴物の状態」　→　「異常あり」

現症時、2次カリエス・不適合がある場合に「異常あり」をクリックするとピンクで表示されます。

メタルの場合は、紫色で表示されます。

※治療計画画面では、治療完了の状態を作成するため、

「異常あり」を入力することはできません。

3. ブリッジを部分的に異常ありにする
「1. ブリッジを入力する」で、ブリッジ（支台・ポンティック）を全て入力したら、「設定」をクリックして

「入力完了」をクリックすると説明しました。

この場合、「異常あり」をクリックすると、ブリッジ全体が異常あり（ピンク）で表示されます。

1歯のみ異常ありに設定したい場合、

ブリッジを入力する際、①1歯支台入力→②「設定」→③次の歯をクリックしてポンティック入力→④設定・・・

と、1歯ずつ入力が終わるごとに「設定」をクリックし、ブリッジ全歯入力後に、「入力完了」しましょう。

「異常あり」にしたい1歯を右クリックして

「補綴物の状態」→「異常あり」

1歯のみ異常あり（ピンク）で表示されます。

4. 入力済のブリッジを除去・変更する
設定方法：入力済のブリッジを1歯クリック→「欠損補綴」→「補綴物除去」

11

 ブ
リ

ッ
ジ

 ブリッジ入力後、再度メニューバー「欠損補綴」→「ブリッジ」を
 クリックすると、警告画面が表示されます。

入力済のブリッジを変更したい場合も
一度、「補綴物除去」した後

再度ブリッジを一から入力してください。

①③

②④



ヘミセクション

ヘミセクションは、ブリッジの入力画面で入力します。

1歯をクリック→メニューバー「欠損補綴」→「ブリッジ」→「ヘミセクション」D・P・Mを指定
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 入力が終わったら「設定」→「入力完了」を
 クリックしましょう。



インプラントブリッジ

1. 簡単にセラミックのインプラントブリッジを埋入する
①1歯をクリックし、メニューバー「欠損補綴」 ②支台装置とポンティック設定画面が

→「インプラント（標準）」→「ブリッジ」をクリックします。 表示されます。

③「インプラント」をクリックすると、 ④次の1歯部分をクリックして、「ポンティック」を

セラミックインプラントが出来上がります。 クリックすると、ポンティックが出来上がります。

⑤ブリッジの入力が完了したら、「設定」

→「入力完了」をクリックします。
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 咬合図のインプラント埋入部分には、アクセスホール
 が表示されます。
 ※咬合図では、生活歯と区別がつかないため
　
 アクセスホールを表示させたくない場合
 →次ページの【いろんな上部構造の
 インプラントブリッジを埋入する】を
 参照しましょう。

現症時、2次カリエス・不適合がある場合に
「異常あり」を設定すると、ピンクで表示
されます。
設定方法：インプラントブリッジを
右クリック→「補綴物の状態」
→「異常あり」

部分的に異常ありに設定したい場合は、P11
【3. ブリッジを部分的に異常ありにする】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　参照



インプラントブリッジ

2. いろんな上部構造のインプラントブリッジを埋入する
①1歯をクリックし、メニューバー「欠損補綴」→「インプラント（拡張）」→「スタンダード」→「インプラント」を

クリックすると、インプラントフィクスチャーが表示されます。

②上部構造「クラウンタイプ1」もしくは「クラウンタイプ2」にチェックを入れて、冠の種類・材料を選択し、

上部構造を入力します。

③次の1歯部分をクリック→「ポンティック」→ ④インプラントブリッジが完成したら、「入力完了」を

ポンティックが表示されます。 クリックします。
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 「クラウンタイプ1」と
 「クラウンタイプ2」の中から
 上部構造を選択してください。

 冠の種類と材料を
 選択します。



保険義歯

1. 総義歯
①1歯をクリック→メニューバー「欠損補綴」→「義歯」

義歯設定画面：「保険」「上顎」「口蓋の有無」→「実行」→「入力完了」

＜口蓋なし＞ ＜口蓋あり＞
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保険義歯

2. パーシャルデンチャー
①パーシャルデンチャーを入力する1歯をクリック→メニューバー「欠損補綴」→「義歯」

義歯設定画面：「保険」「局部義歯」→「実行」

②義歯を入力したい部分を全てクリックして、 ③保険義歯は、このように自動設計されます。

緑の網掛けにして、「設定」をクリックする。 ▼をクリックすると。。。

④他のプランを表示することができます。 ⑤「自由設計」をクリックすると、他のプランを設定する

義歯によって1プランのみの場合もあります。 ことができます。

⑥クラスプ・床・パラタルバーの設定ができます。

「全てやり直し」をクリックすると、自動設計時の状態に

戻ります。

設定が終わったら、「入力完了」をクリックしましょう。
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保険義歯

3. クラスプ
1歯をクリック→「遠心面側」「近心面側」をクリックして、クラスプを設定します。

右クリックでも設定できます。クラスプの削除は、右クリックのみ設定できます。

4. 床
床をかけたい両端の2歯をクリックします。

例えば、右上8番をクリックし、Ctrlキー（ShiftキーでもOK）を押しながら、左上8番をクリックします。

緑の枠で囲まれたら、床「覆う」をクリックします。

5. パラタルバー
パラタルバーをかけたい両端の2歯をクリックします。

例えば、右上3番をクリックし、Ctrlキー（ShiftキーでもOK）を押しながら、左上3番をクリックします。

緑の枠で囲まれたら、パラタルバー「前・側」をクリックします。
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自費義歯

1. 総義歯
①1歯をクリック→メニューバー「欠損補綴」→「義歯」

義歯設定画面：「自費」「上顎」「口蓋の有無」→「実行」→「入力完了」

＜口蓋なし＞ ＜口蓋あり＞

2. パーシャルデンチャー
①パーシャルデンチャーを入力する1歯をクリック→メニューバー「欠損補綴」→「義歯」

義歯設定画面：「自費」「局部義歯」→「実行」

②義歯を入力したい部分を全てクリックして、

緑の網掛けにして、義歯床「設定」をクリックする。 ③義歯床が設定されます。
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自費義歯

3. クラスプ
①クラスプをかけたい歯をクリックすると、緑の網掛け ②エーカースクラスプ「遠心」「近心」「両面」いずれかに

で表示されます。 チェックを入れるとクラスプが表示されます。

4. 金属床
①「金属床・バー・プレート」→金属床（フルプレート） ②金属床を設定したい箇所を両端4箇所（3箇所の

「ポイント指定」をクリックすると、咬合図に 場合もある）クリックして、青いポイントが表示されたら

緑のポイントが表示されます。 「設定」をクリックします。

③金属床　パーシャルプレートを設定する場合、 ④金属床を歯茎部に接着する場合、

パーシャルプレート「設定」をクリックします。 接着「設定」をクリックします。

⑤金属床の材質を選択することができます。
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ゴールド　チタンﾆｯｹﾙｸﾛﾑ･ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ

 材質をメタル・ホワイト
 から選択できます。



自費義歯

5. 残根義歯
①欠損せず、そのまま義歯を作成します。 ②義歯の種類を選択し、「実行」をクリックします。

メニューバー「欠損補綴」→「義歯」

③義歯床「設定」をクリックします。 ④正面図　根が少し見えた義歯が出来上がります。

6. アタッチメント
①義歯設定画面「アタッチメント」タブ→「設定」をクリックします。

OPアンカーアタッチメントと磁性アタッチメント　2種類の絵を用意しています。

どちらか合うものをお使いください。

②アタッチメントと義歯床を一緒に設定すると、このような画像になります。

治療計画・見積書を作成する場合、アタッチメントの設定を「なし」にしましょう。
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OPアンカー 磁性

アタッチメントを見せたい場合は、アタッチメントを
設定した状態で一旦「入力完了」し、治療計画を印刷
して、治療途中として患者様にお見せしましょう。

アタッチメントは
根面板として
お使い頂いてもOK！

印刷

入力完了



自費義歯

7. リンガルバー・リンガルプレート
義歯設定画面「金属床・バー・プレート」タブをクリックします。

リンガルバー・プレートを設定したい部分の両端の歯をクリックすると、緑の網掛けが表示されますので、

「リンガル・バー」もしくは「リンガル・プレート」をクリックして設定します。

8. コーヌス
①義歯設定画面「コーヌス」タブをクリックし、設定したい ②外冠種類と外冠・内冠の材料を選択して

歯をクリックすると緑の網掛けが表示されます。 コーヌスを設定します。

9. ノンクラスプデンチャー
義歯設定画面「義歯床・連結装置」タブをクリックします。

設定したい歯をクリック→ノンクラスプデンチャー「遠心・近心・両端・舌側」の中から選択して、

オリジナルのノンクラスプデンチャーを作成しましょう。
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インプラント

1. 簡単にセラミックインプラントを埋入する
1歯をクリックし、メニューバー「欠損補綴」→「インプラント（標準）」→「シングルトゥース」をクリックします。

2. いろんな上部構造のインプラントを埋入する
①1歯をクリックし、メニューバー「欠損補綴」→「インプラント（拡張）」→「スタンダード」→「インプラント」を

クリックすると、インプラントフィクスチャーが表示されます。

②上部構造「クラウンタイプ1」もしくは「クラウンタイプ2」にチェックを入れて、冠の種類・材料を選択し、

上部構造を入力します。
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 ★現症時、インプラントに問題がある場合、「異常あり」を設定すると、インプラントが
 ピンクで表示されます。　P13【1. 簡単にセラミックのインプラントブリッジを埋入する】参照

 ★インプラントを除去する場合、メニューバー「欠損補綴」→「補綴物除去」をクリックします。

「クラウンタイプ1」と
「クラウンタイプ2」の中から
上部構造を選択してください。

 冠の種類と材料を
 選択します。

ピンが埋入されている状態を
印刷したい場合
アクセスホールを表示すると
分かりやすいです★



インプラント

3. 1歯2本　2歯3本
インプラント設定画面の「本数」を選択して、1歯2本、2歯3本のインプラントを作成することができます。

4. アタッチメント（磁性・OPアンカー）
①インプラント設定画面「アタッチメント」 ②アタッチメントを設定した状態で、上部構造を

→「磁性」もしくは「OPアンカー」をクリックします。 入力すると、アタッチメントがインプラントの上に

どちらか合うものをお使いください。 表示されます。

③アタッチメント「なし」をクリックすると

通常のインプラントが表示されます。
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1歯2本 2歯3本

　　治療見積書（自動入力）で作成すると、1歯2本の場合は、1本のインプラントの項目と金額が
　　表示されます。2歯3本の場合は、2本のインプラントの項目と金額が表示されます。
　　見積書に、もう1本分のインプラントの項目と金額を追加入力しましょう。



 インプラント

5. オーバーデンチャー
①1歯をクリックし、メニューバー「欠損補綴」→「インプラント（拡張）」→「オーバーデンチャー」

→オーバーデンチャー「上顎」「下顎」、口蓋「金属床」「レジン床」「口蓋なし」から選択します。

②インプラント埋入部分をクリックすると、設定画面に、スタンダードインプラント「埋入」「除去」が表示されます。

インプラント「埋入」をクリックすると、インプラントが埋入されます。設定が終わったら「入力完了」をクリックします。
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「インプラント（拡張）」→「スタンダード」の画面でも
 上部構造を「床タイプ」に設定すると、オーバーデンチャーを作成することができます。
 義歯床部位は、「ポンティック」をクリックして、作成します。



審美

1. ホワイトニング
①メニューバー「審美」→「ホワイトニング」をクリックします。

②ホワイトニング設定画面が表示されます。

補綴物が入っている場合、歯冠部と歯根部に分けて色を選択できます。

最初の設定は、「0値」です。

2. ラミネート
①メニューバー「審美」→「ラミネート」をクリックします。
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 審
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ホワイトニングできるのは、
クラウン・健全歯となります。
充填・インレー・アンレーは
ホワイトニングできません。

 ホワイトニングは、治療見積書に自動で反映されません。
 治療見積書作成画面で、直接入力するか、「環境設定」→「治療見積書」→「自由設定データ」に
 ホワイトニングの項目・金額を追加して、治療見積書作成画面で、プルダウンで選択できるように
 しましょう。

ラミネートは、1番から5番まで入力することができます。



印刷

1. 現症画面

2. 治療計画画面
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　ISIでは、現症画面・治療計画画面・スタート画面から印刷することができます。
各帳票には、患者様のお名前・歯科医院名と電話番号・日付を自動に設定いたします。

現症と同じように、治療計画、かかりつけ初診、治療説明・承諾書を印刷できます。
また、メニューバー「治療見積書」で見積書を作成した後に、見積書の印刷ができます。

現症データでは、備考と口腔内写真（現症写
真,治療後写真）が設定でき印刷できます。
かかりつけ初診では、備考のみ設定でき印刷
できます。
また、治療説明・承諾書も印刷できます。



印刷

3. スタート画面

4. 備考欄作成のヒント
現症・治療計画を印刷する際、下部の備考欄に何を書けば良いのか？

といったご質問を受けることがあります。下記文章を参考にしてください。

「現症」 『今現在のお口の中の状態を表示しております。』

「治療計画」 『推奨される治療後の状態を表示しております。』

「現症・治療計画」 『今現在のお口の中の状態と推奨される治療後の状態を表示しております。』

備考欄の文字数制限について

全角42文字まで一行に入ります。

二行目以降は、文字が全部入りきらないので、一行に収めるようにしましょう。

5. 備考欄の入力方法
スタート画面「スタート」　→　プレビュー画面「患者検索」で患者指定　→　スタート画面に戻る　→　「印刷」

「現在の症状・治療後」をクリックした上で、備考欄に入力してください。

『今現在のお口の中の状態と推奨される治療後の状態を表示しております。』

その際、最初の文字「今」の前にスペースを7文字分入力すると、

印刷画面で、備考欄の中央に文章が入ります。
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スタート画面でも現症・治療計画を印刷することができます。
更に、右図のように、現症・治療計画を一緒に印刷することもできま
す！
※必ず患者様のお名前がスタート画面の名前欄に入っていることを
確 くださ

歯肉の表示・非表示を選択できます



治療見積書

治療計画の入力が完了したら、メニューバー「治療見積書」をクリックし、見積書を作成します。

1. 治療見積書の作成方法
治療見積書は4パターンあります。

① 治療見積書（自動入力）

② 治療見積書（個別入力）

③ 縦型治療見積書（自動入力）

④ 縦型治療見積書（個別入力）

①と②は横型の見積書、③と④は縦型の見積書です。

縦型は、歯の咬合面を見ながら見積書を作成できるので便利です。

横型の見積書は歯の咬合面がありませんので、

横型の見積書を作成したい場合は

縦型(自動)で作成した後に横型(自動)を開くと、作成内容が反映されます。

縦型(個別)で作成した後に横型(個別)を開くと、作成内容が反映されます。

2. 治療見積書の保存方法
見積書が完成したら、画面右下「戻る」で治療計画画面に戻りましょう。

※治療見積書作成画面には、保存ボタンがありません。

治療計画画面のメニューバー「ファイル」の保存ボタンで

治療計画・見積書を一緒に保存できます。

3. 治療見積書の題名変更
見積書の題名は、初期設定では「治療見積書　新規治療計画データ」となっています。

見積書の題名「治療見積書　新規治療計画データ」の「新規治療計画データ」の部分を変更することができます。

例えば、「メタルフリープラン」と表示させる場合、

★初めて治療計画を保存する場合

メニューバー「ファイル」→「入力を保存して戻る」で、治療プラン名を入力します。

★1度、治療計画を保存済の場合

メニューバー「ファイル」→「別名で保存し戻る」で変更入力します。

※「入力を保存して戻る」をクリックすると、プラン名を変更することができません。

4. 治療見積書の印刷方法
題名を変更したら、治療見積書を印刷しましょう。

治療見積書作成画面（縦型）の下部「画像付き印刷」をクリックします。

治療内容・項目名・金額のチェックをしてから印刷してください。
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治療計画画面

縦型治療見積書入力画面

横型治療見積書入力画面

【入力を保存しないで戻る】をクリックすると、見積書が保存されません。
見積書を作成したら、すぐ保存しましょう。



治療見積書

5. 治療見積書 作成画面
治療見積書（自動入力）が、「環境設定」で入力した治療項目・金額が自動反映されるのに対し、

治療見積書（個別入力）は、自動反映されず、自由に入力することができます。

縦型治療見積書（自動）を選択すると、自動的に、「環境設定」→「治療見積書」→「定型設定データ」で入力した

治療項目・金額が歯番号の1行目（薄紫）に表示されます。2行目以降には自動反映されません。

① 自費の場合、金額が表示されます。自動反映された項目名を変更することはできませんが

金額は、手入力で変更可能です。1歯につき1治療項目のみ反映されます。

金額が一番高い項目名が反映され、合計金額が表示されます。（例：クラウン+ポスト）

② 合計額に消費税を足して、総費用が表示されます。

それぞれの治療費を税込にしたい場合は、「環境設定」→「医院設定」で、消費税率欄を【0】にしてください。

その際は「定型設定データ」の金額欄に、消費税込の金額を入力してください。

③ 保険の場合は、金額欄に｢保険｣と表示されます。「保険」と表示された箇所は、変更できません。

④ 緑枠の部分は、直接手入力もしくは、「環境設定」→「治療見積書」→「自由設定データ」で追加した

治療項目をプルダウンで選択することができます。

⑤ 見積書に、コメントを入力することができます。

詳しい入力方法は、P31 【コメント欄作成のヒント】 を参照してください。

⑥ 通院期間を入力することができます。

⑦ ④と同じく、緑枠の部分に、直接手入力もしくは、「環境設定」→「治療見積書」→「自由設定データ」で

追加した治療項目をプルダウンで選択することができます。ここで選択すると、印刷画面では、

「その他」・「項目名」・「金額」と表示されます。（通常の表示は、「歯番号」・「項目名」・「金額」です。）

⑦は、複数歯にまたがる治療・検査などにお使いください。例：ホワイトニング・義歯・CT撮影など。

⑧ 治療見積書を印刷したとき、一番上に表示される題名です。

題名の変更方法は、P28 【3. 治療見積書の題名変更】 を参照してください。
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治療見積書

6. 複数歯にまたがる治療を一括して表示する
・義歯を入力すると、見積書に、1歯ずつ「義歯」と表示されるが、1歯ずつではなく

一括で「義歯　〇〇円」と合計金額を表示させたい場合

→治療見積書（自動入力）では、1歯につき1項目が自動反映されます。

表示させないようにするには、「環境設定」→「治療見積書」→「定型

設定データ」の基本金額を0円、見積書表示名は空欄にしてください。

※金額は、「0」と入力すると、自動的に「\0」となります。

これで、自動反映はされません。

次に、治療計画画面→治療見積書作成

画面で、右図の『その他』の欄に「義歯」 （見積書印刷画面）

「金額」を直接入力するか、「環境設定」

→「治療見積書」→「自由設定データ」で

項目を追加して、選択してください。

7. クラウン・ポストそれぞれの金額を表示させる
・まず、1歯にポスト2万円、セラミッククラウン10万円を入力した場合、見積書はどのように表示されるか

→治療見積書（自動入力）では、クラウンの項目名のみ表示され、金額は合計額12万円が表示されます。

・クラウンとポスト、それぞれの金額を表示させたい場合

①「環境設定」→「治療見積書」→「定型設定データ」の歯冠修復＞ポストの基本金額を0円にしましょう。

②「環境設定」→「治療見積書」→「自由設定データ」で、ファイバーポスト 2万円を追加しましょう。

③治療見積書（自動入力）では、「オールセラミッククラウン　100,000円」が、自動で反映されます。

下の緑枠で、「自由設定データ」に追加したファイバーポストを選択しましょう。

もしくは、直接入力してください。
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 自動で、クラウンの項目名のみ表示され
 ポストを足した合計額が表示されます。

 見積書にファイバーポストと入れたい場合
 緑枠に直接入力するか、「環境設定」→
「治療見積書」→「自由設定データ」に
 項目を追加して、選択してください。



治療見積書

8. コメント欄作成のヒント
治療見積書を作成するときに、保険治療のものは金額が表示されずに【保険】と印字されます。

合計欄は【総費用】と表示されるため、患者さんに、保険も含めた費用と誤解される場合があります。

現在のISIでは、印字される言葉を修正することは出来ません。

医院様によっては、「自由設定データ」で項目名に『ブリッジ・保険』などを入力し、概算金額を入れて

説明なさっているケースもありますが、ここでは

　◆概算金額を入れて説明する時間がない！

　◆概算を出さずに、総費用には保険金額が含まれていないことを患者さんにお知らせしたい！

といった歯科医院様のために、見積書のコメント欄を利用して患者さんに注意を促す方法をご紹介します。

（自費診療＋保険診療）

今現在の推奨される治療法を表示しております。必ずしも、この治療法で、治療するわけではありません。

保険診療内の治療は、点数改正があるため総費用には反映されません。

ご質問は、お気軽に医師およびスタッフにお声をかけて下さい。

（保険診療のみ）

今現在の推奨される治療法を表示しております。治療の進行状況により、変更になる場合がございます。

保険診療内のみの治療は、点数改正があるため総費用欄に表示されません。

ご質問は、お気軽に医師およびスタッフにお声をかけて下さい。

見積書コメント欄の文字数制限

1行全角50文字ですと、保存できます。

プログラムで文字数制限を行っている為、51文字以上ですとエラーになります。

また、印刷の際、1行に表示されるのは全角23文字です。24文字目から改行されます。

見積書を1枚で印刷するには、23文字×5行です。

（6行目からは印刷が2枚になります。）

よって、文字数にすると、115文字（23文字×5行）まででしたら、1枚に収まります。
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実際の入力方法は、次ページを確認しましょう！



治療見積書

9. コメント欄の入力方法
では、実際に、ISIの見積書で前述の文章を入力して頂く際の方法をご説明いたします。

見積書は4パターンありますが、ISIの絵も入っている縦型見積書をお勧めいたします。

縦型の場合は、治療項目名も横型より入力欄に余裕があります。

（自費診療＋保険診療）

1行目：今現在の推奨される治療法を表示しております。

2行目：必ずしも、この治療法で、治療するわけではありません。保険診療内の治療は、点数改正があるため

3行目：総費用には反映されません。ご質問は、お気軽に医師およびスタッフにお声をかけて下さい。

（保険診療のみ）

1行目：今現在の推奨される治療法を表示しております。

2行目：治療の進行状況により、変更になる場合がございます。保険診療内のみの治療は、点数改正がある

3行目：ため総費用欄に表示されません。ご質問は、お気軽に医師およびスタッフにお声をかけて下さい。

上記コメント文を、あらかじめパソコンの『メモ帳』などに入力し、保存しておくと便利です。

≪入力の手順≫

①保存しておいたファイルを開き、1行目の文面をコピーします。

(Ctrl+Cもしくはマウス右クリックでコピーを選択)

見積書作成画面（縦型）のコメント欄の1行目をクリックすると、

右図のように「････････」で枠取りされます。

② そのままペーストは出来ませんので、「Enter」キーを押してください。

③ そして、ペーストしてください。

（Ctrl+Vもしくはマウス右クリックで貼り付けを選択）

④ 2行目、3行目も、①～③の流れでコピーペーストしてください。

終わりましたら、下部「画像付き印刷」をクリックしてください。

コメント入りの治療見積書が出来上がります。

★もし、同じ文章をコピーペーストしたのに、2枚になってしまった場合・・・

文章をコピーする段階で、改行分までコピーしてしまった可能性があります。

その場合は、下記『入力を間違った！文字を足したい！という時は・・・』を参照してください。

1行目、2行目、3行目の最後の文字を消して、手入力していただくことで、改行分は消えるはずです。

★入力を間違った！文字を足したい！という時は・・・

①、②と同じ作業で、「Enter」キーを押してから「Back space」キーで間違いを削除、文字を足してください。
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 1行目・2行目・3行目と改行する理由ですが、改行位置によっては
 見積書が1枚で収まらず2枚になってしまうため、上記のような改行となります。

Enter



緊急治療

スタート画面「スタート」　→　プレビュー画面「患者検索」で患者指定　→　スタート画面「緊急治療」　→　「実行」

「現症データから、緊急治療データを作成します」・・・初めて緊急治療を行う場合はこのボタンしか選択できません。

「既存の緊急治療データを編集します」・・・既に緊急治療のデータを保存している場合、編集することができます。

例えば、歯髄治療をした場合、①該当の歯をクリックし、緊急治療メニュー②「歯髄治療」をクリックします。

③「印刷」をクリックして、緊急治療を印刷することができます。

最後に④「治療完了」をクリックして、メニューバー⑤「ファイル」→「入力を保存して戻る」で終了します。

33

 緊
急

治
療 初診時に、緊急で治療した箇所を印刷してお渡しすることができる機能です。

現症作成後にご利用ください。

 治療した歯はイエロー
 枠で囲まれます。

①

②

③ ④

⑤



放置イメージ

1. 放置イメージを作成する
①スタート画面「スタート」　→　プレビュー画面「患者検索」で患者指定　→　スタート画面に戻る　→　「放置イメージ」

直接放置イメージを入力する方法と、「経時変化」で、自動で放置イメージを作成する方法があります。

②放置イメージの入力が終了したら、上部メニュー ③複数作成したい場合は、再度「放置イメージ」を

バー「ファイル」→「入力を保存して戻る」をクリック クリックして作成してください。

します。 2回目以降はこのような保存画面が表示されます。

2. プレゼンテーションで見る
作成した放置イメージは「プレゼンテーション」　→　「放置イメージデータ」で、見ることができます。

3. 放置イメージを削除する
「放置イメージ」　→　メニューバー「ファイル」　→　「放置イメージデータ削除」
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放置イメージとは、現在の状態を放置すると、どのように口腔内の状態が
変化するかをイメージとして作成する画面です。

現症作成後にご利用ください。

 「経時変化」では、4段階の
 放置イメージを設定できます。

 チェックをはずすと、個別
 にカーソルを合わせて作成
 することができます。

 経時変化の入力が終了したら
 「入力完了」をクリックします。

 放置イメージを複数作成した場合
 選択して見ることができます。

注意！！
放置イメージを複数作成していた場合

全て削除されますので注意してください。
1枚ずつの削除は出来ません。



プレゼンテーション

スタート画面「スタート」　→　プレビュー画面「患者検索」で患者指定　→　スタート画面「プレゼンテーション」
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プレゼンテーションでは、作成した「現症データ」「緊急治療データ」
「放置イメージデータ」「治療計画データ」を表示することができます。

カウンセリング時に、パソコンを使用する歯科医院様は
是非、このプレゼンテーション機能をご活用ください！

 「治療計画データ」は治療計画が
 複数ある場合、選択して表示する
 ことができます。
 また、「放置イメージデータ」も
 複数放置イメージを作成した場合
 選択して表示することができます。



保証書

1. 保証書を作成する
スタート画面「スタート」　→　プレビュー画面「患者検索」で患者指定　→　スタート画面「保証書」→「選択」

「自動的に更新をチェック」のチェックを 「登録しない」にチェックを入れてください。

はずして下さい。
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書保証書では、インプラント保証書を印刷することができます。
（こちらはテンプレートオプションの体験版となります。）

テンプレートオプションをご購入されている場合は、オプション→テンプレートを
ご使用ください。様々な雛形書式から医院オリジナル書式を作成することが可能です。

初めてオープンオフィスを使用する時は、下記オープンオフィス登録画面が表示されます。
※保証書をクリックしてから、下記の画面が表示されるまで少し時間がかかります。

「保証書」を開くには少し時間がかかります。オープンオフィ
スをインストールしていなかった場合は、個別インストールで
オープンオフィスをインストールしてください。
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