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マテリアルセレクションを
行うためのガイドラインとして，
さらには情報共有や
コミュニケーションの資料として
歯科医師にも！

役立つ一冊!!

歯科技工士にも！

マテリアルセレクションは，コンサルテーションの
前に歯科医師と歯科技工士が情報を共有して事前に
相談し，歯科技工士，歯科医師，患者の意見を総合的
に判断してマテリアルを選択することが理想的です
が，忙しい日常臨床ではすべてのケースで事前にラ
ボサイドに相談するのは困難です．
本書は「マテリアルの評価」
「症例の評価」を数値化し，
チェアサイドとラボサイドが客観的にマテリアルセ
レクションが行える指針としてまとめています．
また，各種マテリアルの製作法，とりわけ良好な適合
および色調を再現するためのディスク選択や設計上
の注意点についても詳説しています．
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巻頭言

2020 年記念すべき年のはずでしたが…
一般社団法人 日本歯科技工学会

二川

浩樹

今年の年頭に，日本補綴歯科学会の日補会誌の編集委員から学会雑誌を紹介する「本誌の構成」の出だ
しの文章に ,「2020 年記念すべきオリンピックイヤーの幕開けとともに第 12 巻１号をお届けいたします」
と書いたのだったが・・・

2020 年日本で初めての Covid-19 は，1 月 16 日に中国人の感染者が確認され，その後，緊急事態宣言が

すべての都道府県に適用された．原因である Sars-cov2 は新型のコロナウイルスであり，新型ウイルスに
対してはヒトの免疫がないために流行の終焉までにはかなりの期間を要するのではないだろうか．たとえ
ば，2009 年の新型インフルエンザの例を振り返ると，5 月 9 日に初感染者が見つかり，2010 年の 3 月ま
で流行が続いた．途中で季節性インフルエンザと同じ扱いにしたため，流行に歯止めがかからなかったと
はいえ，不顕性感染も含めると国民の 7 割は罹患したのではないだろうか？

今回の Covid-19 は，濃厚接触や 3 密がクラスターの原因になると考えられているが，患者と非常に近

い距離で接し，大量のエアロゾルを発生させる歯科医院でのクラスターの発生は今のところ報告されてい
ない．歯科医師・歯科衛生士の歯科医療従事者は非常に大きなリスクのなかで診療行為を行っているが，
クラスター化していないのは，日頃よりアメリカの CDC（ Center for Disease Control and Prevention ）の
スタンダードプリコーションのもとで，手袋・マスク・ゴーグル（必要ならディスポのオペ着）というバ
リアプロテクションを実践しているからではないかと考えられる．
しかしながら，緊急事態宣言によってヒトとの接触を 8 割減らすためにテレワークの推奨が行われ，新
型コロナ特措法によって県単位ではあるが休業要請なども示されている．歯科医院は，今のところ休業要
請の職種には含まれていないが，東京の歯科大学病院では，すでに外来を閉じているところも多い．この
ようななかで，歯科技工士も今一度，模型や印象の受け渡しなど感染対策の徹底を行っていただきたい．
また，歯科医院の来院患者数も減っていることから，技工物の数も減っており，経営もしんどくなってい
くと思われる．

Covid-19 の終息は，まだまだ時間かかる可能性が高く，技工学会の会員の高齢化も目立つなかで，と

ても心配である．東京アラートや Stay Home，自粛など精神的にも辛い日々が続くと思われるが，皆様と
ご家族の健康を祈念しつつ，41 巻第 2 号をお届けいたします．

日本歯科技工学会雑誌
第 41 巻

第2号

（2020 年 7 月）
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三次元形状データを応用したインレー製作過程における
歯科材料の寸法変化の分析
下江 宰司2）
岩畔 将吾3）
竹中 広登1）
1）
加来 真人2）
福井 淳一
Analysis of dimensional change of dental materials on the process of
fabricating inlays using three-dimensional data
TAKENAKA Hiroto1）, SHIMOE Saiji2）, IWAGURO Shogo3）,
FUKUI Junichi1）, KAKU Masato2）

本研究は，インレー製作における各製作過程の窩洞またはインレー体の一連の体積および寸法変化について検
討した．1 級窩洞を形成した基準モデルを，個歯トレーを用いてシリコーンゴム印象材で印象採得した．作業用
模型を製作し，ワックスパターンを製作後，埋没，鋳造を行った．非接触式三次元計測装置と三次元形状データ
処理ソフトを用い，窩洞またはインレー体の三次元形状データを各製作過程で生成した．その後，製作過程一連
の体積および寸法変化を算出した．結果は，すべてのサンプルで基準モデルのインレー窩洞体積よりも，イン
レー体の体積が小さくなった．また体積および寸法変化の両方で，ワックスアップから鋳造間が最も著しかっ
た．一方，寸法変化はワックスアップの過程で，舌側基底部の変位量が最も小さく，遠心舌側基底部が最も大き
くなった．
キーワード：インレー，製作過程，窩洞，三次元形状データ，寸法変化
The aim of this study was to evaluate the volume and dimensional change of dental materials on the process of
fabricating inlays. After taking an impression of the standard model prepared for a class 1 inlay using a custom tray
and silicone rubber impression material, a stone model and wax pattern were made. Then, the casting inlay was
made through the process of inlay investing and casting. In each fabrication process, measurements were taken using a non-contact type of three-dimensional shape measuring device. As a result, in all samples, the volume of the

inlay was finally smaller than that of the inlay cavity of the standard model. In addition, the most significant differ-

ence between the volume and dimensional change was found between the wax-up and the inlay casting. Also, regarding dimensional change, the change of the cavity end tended to increase during the wax-up process.
Key words：inlay, fabrication process, cavity, three-dimensional data, dimensional change

A．緒

言

発によって，より精密な鋳造修復物が製作可能となっ
た．しかし，実際の臨床では使用材料や製作方法，作業
環境により微妙な誤差が生じる．そのため製作したイン

鋳造修復物製作過程において印象材，模型材，ろう型

レーを正しく形成歯に装着するには，膨縮変化を制御す

材，金属などの材料が使用されている．材料の改良や開

ることがきわめて重要な問題である1）．つまり，製作過

長崎大学病院医療技術部歯科技工部門
広島大学大学院医系科学研究科 総合健康科学専攻 保健科学プログラム生体構造・機能修復学分野
3）
広島大学病院診療支援部歯科部門中央技工室
2020 年 1 月 15 日受付
2020 年 4 月 24 日受理
1）
2）
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程における各材料の膨縮の特性や変形因子を理解する必
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そこで本研究では，内側性 1 級インレーの一連の製作
過程における，膨縮変化の解明を目的とした．そのため

要がある．
印象採得から石膏注入による模型製作間には，寸法変

に，各製作過程の窩洞およびインレー体の体積および寸

化を起こす原因が多々ある2）．印象材は，縮合型よりも

法を，三次元形状測定装置で計測し，その変化を検討し

付加型シリコーンラバー印象材のほうが寸法安定性に優

たので報告する．

れているとされる3）．しかし，親水性か疎水性かによる

B．研究方法

吸水膨張の影響2，4）や冷却収縮の影響も考えられる．ま
た，印象採得時に使用するトレーの材質が寸法変化に及
ぼす影響5）も報告されている．

1．使用材料

模型材の石膏は，硬化膨張によって作業用模型が若干

使用した材料を表 1 に示す．印象採得には，親水性ビ

膨張する．これがワックスアップの段階で合金の鋳造収

ニルシリコーンゴム印象材（エグザミックスファイン

縮を部分的に補正している6）．

カートリッジレギュラータイプ，ジーシー）を，模型材

ろう型製作過程は，重要な過程であり，ろう型材の物

は超硬質石膏（ニューダイヤロック，ジーシー）を使用

理的性質や操作方法について，研究報告がなされてい

した．ワックスパターンには（インレーワックスミディ

る1，7）．ろう型の寸法変化について，総山1）が種々のろう

アム，ジーシー）と，スプルー線（ READY CASTING

形成の材料と技法の組合せで比較している．その結果と

WAX スプルー R15，ジーシー）を使用した．埋没材に

して，模型上ではパラフィンワックスのような軟化温度

は歯科鋳造用石膏系埋没材（クリストバライトフォルテ

の低いワックスによる加圧形成法が最も正確なろう型を
作ると報告した．加えて，撤去後も残留応力が少なくほ
とんど変形しないとしている．他方，外側性と内側性部

-Ex，クラレノリタケデンタル）を，鋳造用の金属は金
銀パラジウム合金（ Nice12，モリタ）を使用した．な

お，使用した石膏や埋没材の混水比はメーカーの指示に

分を合わせもつ複雑な鋳造体に，セメント層を確保する

従った．また，図 1 に示す 4 倍大レジン製模型歯（エポ

ため，ワックスの内側性部分の収縮を大きくし，外側性

キシ樹脂製模型歯，ニッシン）の下顎右側第一大臼歯を

部分の収縮が小さくなるようにワックス添加物を調整し

支台歯模型の原型として使用し，1 級インレー窩洞形成

た研究7）も報告されている．

を施した．さらに，基準となる窩洞のデータを生成する

鋳造収縮はリングライナーや埋没材の加熱膨張，硬化

ため，インレー窩洞を形成していない同部位の 4 倍大レ

膨張，吸水膨張によって補償される．これらは鋳造体の

ジン製模型歯も用意した．各製作過程のスキャンには，

最終的な適合に大きな影響を及ぼしている8〜18）．高橋
ら14）によると，厚さの薄いリングライナーほど埋没材硬

非接触式三次元形状計測装置（ RexcanDS，INUS Technology，韓国）を用い，データの定量化には三次元形状

化時の膨張に対する緩衝能が不足し，リング方向の埋没

データ処理ソフト（ Rapidform2006，INUS Technology，

材の膨張が縦方向の膨張に変化したと報告している．廣

韓国）を使用した．

瀬ら は鋳造用リングの上下各 5mm を除いてリングラ
17）

イナーを裏装した場合，埋没材の硬化膨張を抑制したと

2．実験方法

報告している．また，リング内の埋没材の膨張方向を均

a．基準となる窩洞部の三次元形状データの生成

一化することは難しく，ワックスパターンと鋳造リング

まず，右側下顎第一大臼歯の未形成の 4 倍大レジン製

の位置関係や，パターンの埋没部位が，寸法変化に影響

模型歯（以下，未形成模型歯）とインレー窩洞を形成し

を及ぼす8，9，11〜14，17）と報告した研究もある．さらに，円

た模型歯（以下，基準モデル）を非接触式三次元形状計

錐台から遠いリング上部ほど収縮傾向および変形が大き

測装置（以下，計測装置）でそれぞれ計測した（図 1）
．

くなった報告8，11）も見受けられる．一方で中村6）はリン

次に，三次元形状データ処理ソフトを用いて，計測し

グ内における埋没材膨張の異方性を利用して MOD Inlay

得られた 2 つの三次元形状データに共通する咬頭頂およ

の鋳造方法を確立した．

び表面形状を選択して重ね合わせるコンピュータ処理

これまでの報告では，各製作過程における個々の材料

（以下，位置合わせ）を行った．そして，ブーリアン演

変化の調査は見受けられる．加えて，三次元形状測定装

算により窩洞部のみの三次元形状データ（以下，基準

置による，シリコーンゴム印象や石膏模型などの三次元

データ）を抽出し，その体積および寸法を算出した．な

モデリングを行った報告もあり，入力装置として十分に

お，以下この基準データ（図 2）を基準とし，体積およ

機能すると報告 している．しかし，三次元形状測定装

び寸法を検討した．

19）

置を用いて一連の製作過程における体積および寸法変化

b．基準モデルの印象採得

を検討した報告は見当たらない．

23℃±1℃に調整した室温下でインレー製作における

三次元データを応用したインレー製作過程における寸法変化の分析

表1
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実験に使用した材料

材料

製品名

主成分，他

製造元

Lot No.

印象材

エグザミックスファイン
カートリッジ
レギュラータイプ

ベース：ビニルポリシロキサン，二酸化ケイ素
キャタリスト：ビニルポリシロキサン，
二酸化ケイ素，白金触媒

ジーシー

1312211

模型材

ニューダイヤロック

歯科用超硬質石膏

モリタ

C1188WJJ

ろう型材

インレーワックス
ミディアム

インレー用ワックス

ジーシー

1211081

SLAYCRIS WAX

ソフトインナーワックス

Slaycris Products

170523

スプルー線

READY CASTING WAX
スプルー（R15）

パラフィンワックス，
マイクロクリスタリンワックス，
蜜蝋，ダンマー

ジーシー

201081

埋没材

クリストバライト
フォルテ-Ex

シリカ（石英，クリストバライト），
硫酸カルシウム半水塩，その他

クラレノリタケ
デンタル

31163

金銀パラジウム合金

金パラ Nice 12

金 12％，パラジウム 20％，
銀 48.2％，銅 17.7％，その他

モリタ

2601299

エポキシ樹脂

ニッシン

882790401

4 倍大レジン製模型歯 エポキシ樹脂製模型歯
トレー用レジン

松風トレーレジン

粉：塩化ビニル・酢酸ビニル共重合体，
PMMA，着色材，その他
液：M，A，その他

松風

111849
081709

シリコーンパテ

エグザファイン
パテタイプ

ベース：ビニルポリシロキサン，二酸化ケイ素
キャタリスト：ビニルポリシロキサン，
二酸化ケイ素，白金触媒

ジーシー

1204202

石膏模型表面処理剤

ノリタケストン
ハードナー

酢酸エチル，ほか

クラレノリタケ
デンタル

BEBXC

ワックス分離材

セップ

ワックスパターン分離材

松風

11775

界面活性剤

ノリタケワックス
クリーナー

ワックス表面処理材

クラレノリタケ
デンタル

DFEUB

非接触式三次元
形状計測装置

RexcanDS

−

INUS Technology

−

三次元形状データ
処理ソフト

Rapidform2006

−

INUS Technology

−

図1

4 倍大レジン製模型歯の三次元形状データ
（右：未形成模型歯，左：基準モデル）

図 2 生成した基準モデルの窩洞部のみの三次元形状データ
（基準データ）
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その後，超音波洗浄を 18 分行った後，ボタン部のみ

印象採得には，歯科印象トレー用レジン（松風トレー

をカッティングディスクで除去し，鋳造体を模型窩洞部

レジン，松風）を用いて，基準モデルの大きさに合わせ

に維持した状態と，鋳造体単体を計測装置でそれぞれ 3

た個歯トレーを使用した．トレーの内面と辺縁に接着剤

回計測した．

（ジーシーアドヒーシブ，ジーシー）を塗布し，5 分間

g．各製作過程における窩洞またはインレー体の三次
元形状データの生成

乾燥させた．乾燥後，基準モデルの窩洞部とトレー内部
に印象材を注入し，印象採得を行った．印象材注入後は

印象採得，作業用模型製作，ワックスアップ，鋳造の

トレーに付与したストッパーが模型歯に触れた状態で把

4 つの製作過程において窩洞またはインレー体の三次元

持し，5 分間硬化させた．印象材硬化後 1 時間以内に計

形状データを生成し，それぞれ体積および寸法を算出し

測装置でそれぞれ計測を 3 回行った．

た．

c．作業用模型の製作
シリコーンパテ（エグザファイン，ジーシー）で個歯

a ）印象体・作業用模型窩洞部の三次元形状データの
生成

トレーに高さ約 1cm のボクシングを行い，水温 25℃に

印象体の三次元形状データは三次元形状データ処理ソ

調整した水で，模型材を真空撹拌機で 30 秒間練和し注

フト上で法線反転処理を行った．次に法線反転した三次

入した．注入後は空気中に 24 時間放置した．石膏硬化

元形状データと未形成模型歯の三次元形状データの位置

後，作業用模型を印象から取り出し，計測装置でそれぞ

合わせを行い，ブーリアン演算により窩洞部の三次元

れ 3 回計測した．

データを抽出した．なお，作業用模型においては，計測

d．インレー体のワックスアップ

した三次元形状データをそのまま使用して，位置合わせ

作業用模型に石膏模型表面処理剤（ノリタケストン

を行った．

ハードナー，クラレノリタケデンタル）を塗布後，ワッ
クス分離材（セップ，松風）を塗布し，エアーで十分に

b ）ワックスパターン，鋳造体の三次元形状データの
生成

乾燥させた．その後，窩洞部に柔らかく粘りのある内面

位置合わせは，両者で共通する部位を基準点として選

ワックス（ SLAYCRIS WAX，Slaycris Products ）を一層

択し，重ね合わせを行う．このとき，咬頭頂や表面形状

コーティングし，インレーワックス（インレーワックス

を参考に基準点を選択する．しかし，ワックスパターン

ミディアム，ジーシー）を流し込んで指で圧接した．

と鋳造体は，より正確な三次元形状データを生成するた

ワックス冷却後，余分なワックスを除去し辺縁を形成し

め，共通の咬頭頂と表面形状の他にスプルー線も基準点

た．また，後の窩洞部三次元形状データの生成を正確に

として選択要素に加え，位置合わせを行った．未形成模

行うため，窩洞部上の辺縁以外の部位は，通常よりも多

型歯の三次元形状データ，ワックスパターンを装着した

少大きめな形状に形成した．辺縁を形成後，スプルー線

三次元形状データ，インレーワックスパターン単体の三

を植立した．ワックスアップ終了後，ワックスパターン

次元形状データ，これらすべての三次元形状データの位

を模型窩洞部に維持した状態と，ワックスパターン単体

置合わせを行った．その後，未形成模型歯の三次元形状

を，計測装置でそれぞれ 3 回計測した．

データとワックスパターン単体の三次元形状データを用

e．ワックスパターンの埋没

い，ブーリアン演算によって窩洞部の三次元形状データ

計測後，円錐台に植立し，界面活性剤（ノリタケワッ

を抽出した．

クスクリーナー，クラレノリタケデンタル）を噴霧した
後，エアーで十分に乾燥させた．水温 25℃に調整した
水で，埋没材 50g を真空撹拌機で 30 秒練和し，鋳造リ
ング（直径 45mm，高さ 45mm ）に埋没した．なお，厚

h．各製作過程における窩洞またはインレー体の体積
変化および寸法変化の検討
a ）各製作過程における窩洞またはインレー体の体積
変化の検討

さ 1.0mm のリングライナー（ニューキャスティングラ

各製作過程間における窩洞またはインレー体の体積変

イナー No.11，ジーシー）を 1 枚裏装した．埋没材硬化

化 は， 計 測 し て 得 ら れ た 結 果 に， デ ー タ 解 析 ソ フト

後，リングファーネスでメーカー指定の焼成スケジュー
ルに従い，加熱した．
f．インレーの鋳造
鋳造は遠心鋳造機を用いて行った．バネは 2 回転半巻
いて固定し，適量フラックスを添加後，通法に従い鋳造
した．鋳造後，室温まで放冷してから鋳造体を埋没材か
ら取り出した．

SPSS（SPSS Statistics，IBM Japan）を用い，Shapiro-Wilk
検定および等分散性の検定の後，一元配置分散分析

（ one-way ANOVA ）および Scheffe の多重比較により，

危険率 5％にて統計処理を行った．なお，試料数は各条
件につき 5 個とした．

三次元データを応用したインレー製作過程における寸法変化の分析

図 3 窩洞基底部に設定した計測点
①近心舌側基底部，②舌側基底部，③遠心舌側基底部
④遠心頰側基底部，⑤頰側基底部，⑥近心頰側基底部
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図4

基準モデルと比較したインレー体製作過程における
体積変化（n＝5）
基準：基準モデル，印象： 印象採得，ワックス： ワックス
アップ，鋳造体：インレー体

b ）各計測点での基準モデルと比較した窩洞基底部の
ターンで 14.5％膨張，鋳造体で 5.8％収縮した．

変位量の検討
生成した各製作過程における窩洞データを用い，窩洞

すべてのサンプルにおいて，最終的には基準モデルよ

基底部における，基準モデルと比較した変位量を計測

りもインレー体の体積が小さくなった．また，体積の変

し，その寸法変化を検討した．

化はワックスアップから鋳造までの間が最も著しかった．

変位量の計測については，三次元形状データ処理ソフ
ト上で生成した基準データに窩洞基底部各隅に該当する
6 つの計測点（図 3）を設定し，すべての窩洞データに
対して位置合わせを行った後，各窩洞データの計測点と

2．各計測点での基準モデルと比較した窩洞基底部の
変位量の検討
基準モデルと比較した各製作過程のインレー窩洞基底
部における変位量を図 5 に示す．

比較した．
計測点は，①近心舌側基底部，②舌側基底部，③遠心

基準モデルと比較して，印象採得および作業用模型製

舌側基底部，④遠心頰側基底部，⑤頰側基底部，⑥近心

作の過程では計測点⑤が最大 0.04mm，計測点①が最小
0.01mm の変位量を示した．ワックスアップの過程で

頰側基底部とした．
なお，今回計測した変位量は，計測点間距離の変位量

は，計測点③が最大 0.2mm，計測点②が最小 0.06mm

ではなく，計測点①〜⑥それぞれの三次元的な変位量で

を示し，鋳造の過程では計測点⑥が最大 0.04mm，計測

ある．

点②が最小 0.01mm を示した．

計測して得られた結果に対して，データ解析ソフト

また，すべての計測点において，ワックスアップと鋳

SPSS（ SPSS Japan ）を用い，Shapiro-Wilk 検定および

造の過程間で有意差があった．加えて，ワックスアップ

ANOVA ）および Bonferroni の多重比較により，危険率

底部が最も大きくなった．

等 分 散 性 の 検 定 の 後， 二 元 配 置 分 散 分 析（ two-way

の過程で，舌側基底部の変位が最も小さく，遠心舌側基

5％にて統計処理を行った．なお，試料数は各条件につ

D．考

き 5 個とした．

C．結

果

察

印象材は経時的に収縮する特性があるため，印象体の
窩洞部の体積も基準モデルと比べて収縮すると考えられ

1．各製作過程における窩洞またはインレー体の体積
変化の検討

る．しかし，本研究では印象体窩洞部の体積は 8.5％膨
張していた．これは，印象材と個歯トレーが密着してい

各過程における窩洞またはインレー体の体積変化は，

れば，トレーによって印象体自体の収縮は抑制される．

印象体で 8.5％膨張，作業用模型で 2.1％の収縮，ワック

これにより，重合収縮はトレーの外側に向った20，21）と考

スパターンで 7.8％膨張，鋳造体で 17.2％収縮した．

えられる．結果として，窩洞部の体積は膨張したと推察

基準モデルと比較した体積変化を図 4 に示す．基準モ

される．なお，使用した接着剤のジーシーアドヒーシブ

デルとの窩洞またはインレー体の体積の比較では，印象

は各種付加型シリコーンラバー印象材に対する接着試験

体で 8.5％膨張，作業用模型で 6.1％の膨張，ワックスパ

で，高い接着強さを示している20〜22）．よって，印象を
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（＊＊は危険率 1％で有意差あり，＊は危険率 5％で有意差あり，n＝5）
図 5 各計測点での基準モデルと比較した窩洞基底部の変位量の検討
印象：印象採得，模型：作業用模型，ワックス：ワックスアップ，鋳造体：インレー体

撤去する際にトレーと印象材が剥離したとは考えにくい．

と推察される．

作業用模型の窩洞体積について，使用した模型材の線

鋳造修復物の製作には，できあがった修復物が支台歯

膨張率は 0.08％であり，石膏の硬化膨張によって窩洞部

に適合し，さらに理想的なセメント層が確保される必要

の体積はわずかに膨張すると考えられる6，23）．これを簡

がある6，7，11，24，25）．全部鋳造冠など外側性の修復物は，で

単 な 計 算 式 で 体 積 膨 張 率 の 計 算 を し て も，1.0008×

きあがった修復物が支台歯よりもわずかに大きくなる必

1.0008×1.0008≒1.0024 なので，0.24％の膨張となる．

要がある．つまり，製作過程における総膨張−総収縮＝

しかし，結果から作業用模型窩洞部の体積は，印象体の

セメント層（正の値）という簡単な補正式が成り立つ．

それよりも，2.1％の収縮を示した．これについて，石

一方で 1 級インレーなどの内側性の修復物においては，

田23）は個人トレーを使用してシリコーン印象材で印象採

できあがった修復物が支台歯よりもわずかに小さくなる

得を行った際，歯頸部付近までトレーの辺縁があれば，

必要がある．つまり，先ほどの補正式において，総膨張

石膏の硬化膨張を抑制すると報告している．また，印象

−総収縮＝セメント層（負の値）が成り立つ6）．久光24）

材や個歯トレーの収縮による変形なども原因と考えられ

は，インレーやクラウンのセメント被膜厚さについて，

る．しかし，膨張が抑制されるだけでなく，大きな収縮

50μm を大きく外れるべきではないと報告している．ま

にまで至った原因は明らかではない．しかし，図 5 より

た，黒須ら26）は外側性の修復物は，形成歯外側よりも

基準モデルと比較して，作業用模型のインレー窩洞部の

0.1〜0.5％大きく，内側性インレーは，窩洞内側よりも

体積は膨張している．その原因は，石膏の硬化膨張によ

0.3〜1.2％小さくなることが望ましいと結論している．

る影響は少なく，印象採得時の印象体の収縮によるもの

一方で，吉田ら27）は，鋳造冠のセメント合着の際，セメ
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ント層被膜が平均 50μm 以上なければ，鋳造冠の浮き

れは，3 工程合計での体積変化であり，印象時のトレー

上がり量を小さくすることは不可能であると報告してい

側への印象材の収縮（結果窩洞は膨張）
，ワックス除去

る．

による応力開放と変形などを合わせたものと考えられる．

今回，インレーのような小さなものを計測した場合の

ワックスアップ後から鋳造の過程間ですべての窩洞基

誤差をできるだけ排除するため 4 倍大の模型を使用し

底部の変位量に有意差があり，体積は 17.2％収縮してい

た．形成した窩洞は近遠心径で約 27mm，頰舌径で約

た．金銀パラジウム合金の鋳造収縮率は鋳込温度により

6.3mm で あ る． 実 寸 大 に 換 算 す る と， 近 遠 心 径 で 約

異なるが，約 1.5％という報告32）もある．今回使用した

6.75mm，頰舌径で約 1.58mm となる．これが仮に一辺

埋没材の線硬化膨張は 30 分後 0.9％，線熱膨張は 700℃

5％膨張したとすると 1.05×1.05×1.05＝1.15 より約15％

で 0.9％である．これを簡単な補正式で表しても 0.9％

の体積増加なので近遠心径で約 7.086mm，頰舌径で約

（線硬化膨張）＋ 0.9％（線熱膨張）− 1.5％（鋳造収縮）

1.659mm となる．よって，最初の窩洞から膨張した分

＝0.3％の膨張となる．外側性の修復物であれば，この

の寸法変化の合計は臨床的に近遠心径で約 0.34mm，頰

膨張が適切であるが，内側性インレーであれば，さらに

舌径で約 0.08mm となる．

収縮する必要があり，本研究でも大きな鋳造収縮を示し

本研究において，ワックスパターンの体積は作業用模

た．鋳造収縮について井手ら25）は，鋳入された金属が鋳

型の窩洞の体積と比べて，7.8％膨張し，窩洞基底部は

型壁に冷却されて凝固収縮を始めると，後続の液状金属

0.06〜0.2mm の変位量を示した．また，ワックスアップ

の供給により，ある程度収縮が補償される．しかし，内

の過程で，舌側基底部よりも遠心舌側基底部の変位量が

側性 1 級インレーのような単純な窩洞では，溶解金属が

大きくなった．ワックスは築盛後の温度低下による熱収

窩洞内に円滑に鋳入される．これによって，先入金属と

縮によって，パターン内に熱応力が発生するが，ワック

後続金属の凝固時期のズレが少なくなり金属全体が比較

スの粘弾性によって冷却中に著しく緩和し，またパター

的同時に凝固収縮するため，収縮の補償がされにくいと

ンを歯型に長時間はめるほど，残留応力も緩和され

報告している．本研究においても，1 級インレーの単純

る28）．他にも，パターンの冷却条件が応力緩和に影響を

な窩洞により，大きな収縮を示したと推察される．さら

与えている報告もある28〜30）．加えて，ワックスパター

に，相沢ら12）は厚さ 0.8mm の緩衝材について，緩衝材

ンの変形について，小森ら31）は，指圧によるワックス

なしでは鋳造体が一様に大きく収縮し，2 枚では一様に

パーンの変形は，パターン製作直後が最も大きく，1 時

膨張したとしている．他方，1 枚では鋳造体の上下部と

間後および 24 時間後は変形が少なくなると報告してい

中央部で差があり，中央部の膨張量が上下部に比べて小

る．本研究ではワックス築盛時の軟化圧接により，ワッ

さくなったと報告している．その原因として，リングラ

クスの収縮を抑制した．しかし，ワックスパターン製作

イナーの緩衝能を考察している．一方で，有川ら33）は，

直後にパターンを抜き取り，窩洞部測定を行った．その

種々の埋没方法の中で，クリストバライト埋没材を用い

ため軟化圧接によって発生した熱応力が残留応力として

たリングレス鋳造が最も大きな体積収縮を示し，その値

残っており，その開放による変形が生じたと考えられ

は 3.3％と報告している．これと比較しても，本研究に

る．さらに，ワックスパターンを支台歯模型から撤去す

おける 17.2％の収縮量は大きな結果となった．その原因

るためスプル−線を引き上げた際の負荷も，変形の原因

として，4 倍大の模型を使用したため，直径 45mm の鋳

と考えられる．しかし，本研究では室内温度を一定にし

造リングを使用した．しかし，厚さ 1.0mm のリングラ

ていたにも関わらず体積が膨張していた．これについ

イナーでは，埋没材の膨張を補償しきれず，鋳造収縮が

て，応力開放による変形によって，パターンの線収縮の

大きくなったとも考えられるが，明らかではない．

報告は見受けられる28，30）．しかし，インレー体は複雑な

本研究において，1 級窩洞インレー製作の際，各製作

三次元構造をしており，実際に応力開放が体積増加に直

過程における，体積および基底部の一連の膨縮および寸

接影響したかどうかは明らかにできなかった．加えて，

法変化を確認することができた．最終的な鋳造インレー

パターンを抜き取った後の操作で，手指の体温がパター

体は平均して 20μm のセメントスペースが確保できて

ンに伝わったとも考えられるが，その影響は明らかでは

おり，良好な適合が得られたと考える．一方で，内側性

ない．他方，体積膨張を考慮すると，一度抜き取って応

のみならず，外側性の修復物についても検討を行い，比

力が解放されたパターンを再び模型に戻す行為は，パ

較検討することで，それぞれの修復物製作プロセスにお

ターンの変形や，模型側壁との衝突によるパターンの破

ける，変形の影響因子を管理することが今後の課題であ

損も考えられるため，極力控えるべきである．

ると考える．

他方，図 4 より基準モデルと比較した体積変化におい
て，ワックスパターンで最大 14.5％の膨張を示した．こ
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10）永沢

E．結

論

4 倍大の模型を使用し，1 級窩洞インレー製作におけ
る各製作過程の窩洞またはインレー体について，その体
積変化と窩洞基底部における変位量を，非接触式三次元
形状計測装置で計測したところ以下の結論を得た．
1．各過程における窩洞またはインレー体の体積は，
印象体で 8.5％膨張，作業用模型で 2.1％収縮した．ま
た，ワックスパターンで 7.8％膨張，鋳造体で 17.2％収
縮した．
2．基準モデルとの窩洞またはインレー体の体積の比
較では，印象体で 8.5％膨張，作業用模型で 6.1％の膨
張，ワックスパターンで 14.5％膨張，鋳造体で 5.5％収
縮した．
3．基準モデルと比較した各過程の窩洞およびイン
レー体基底部における変位量は，鋳造の過程で近心頰側
基底部が最大 0.04mm，舌側基底部が最小 0.01mm を示
した．
稿を終えるに際し，本研究にご協力いただいた広島大学大
学院医歯薬保健学研究科口腔健康科学専攻 木原綾香氏に心
から御礼申し上げます．
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二ケイ酸リチウムガラスセラミックスの結晶量が
材料強度に及ぼす影響
竹内 大輔

寺前

充司

Influence of crystal content on bending strength of lithium disilicate glass ceramics
TAKEUCHI Daisuke, TERAMAE Mitsuji

本研究では，ニケイ酸リチウムガラスセラミックス（以下，LDGC ）の結晶量が，材料強度に及ぼす影響を調
査した．新規開発の LDGC プレス材料（ヴィンテージ PRIME プレス，松風，以下 VPP ）の Si，Li 成分量を基
準（最大）とし，Si，Li 成分とその他ガラス構成成分の比率を変化し 4 種の LDGC 試料を作製した．各試料
は，ガラス原料溶融後円柱形のインゴットに成形し，一定の熱処理を施しニケイ酸リチウム結晶を析出させたも
のとし，プレス成形した後に結晶量，曲げ強さ，結晶形態を確認した．Si，Li 成分量の最も多い VPP は，最も
高い結晶化度，最も高い曲げ強さ 516MPa を示した．一方 Si，Li 成分量の減少に伴い結晶量が減少し曲げ強さ
が低下する傾向を示した．SEM 観察より，Si，Li 成分の増加に伴い結晶量が多く，結晶サイズも大きくなる傾
向がみられ，これら結晶量，結晶サイズが曲げ強さの向上に関係していると思われる．
キーワード：プレスセラミックス，二ケイ酸リチウム，曲げ強さ
In this study, we investigated the effect of the crystal amount of lithium disilicate glass ceramics（LDGC）on
bending strength. Four types of LDGC samples were prepared by changing the ratio of Si and Li components（the
newly developed LDGC press material VINTAGE PRIME PRESS（VPP） including maximum Si and Li compo-

nents）. Each sample was formed into a cylindrical ingot after melting the raw materials, and subjected to a predetermined heat treatment to precipitate lithium disilicate crystals. After press molding, the crystal amount, bending
strength, and crystal morphology were examined. The VPP with the largest amounts of Si and Li components
showed the highest crystallinity and the highest bending strength of 516 MPa. On the other hand, as the Si and Li
contents decreased, the amount of crystals decreased and the bending strength tended to decrease. SEM observa-

tions showed that the amount and size of crystal tended to increase with the increase of Si and Li components,
which seemed to be related to the improvement of bending strength.
Key words：pressed ceramics, lithium disilicate, bending strength

A．緒

言

ガラス特有の透明性に加えて，ガラス中に二ケイ酸リチ
ウム結晶を高密度に析出させており，結晶同士が絡み合
う構造（インターロッキング構造）によりクラックの伝

近年，歯科用補綴装置の材料にはレジン，ガラス，セ

播を抑制することが可能となり高い材料強度を発現する

ラミックスなどさまざまな素材が応用されているが，歯

ものであり，幅広い症例に使用されている1）．われわれ

科用セラミックスの分野において，口腔内で長期的に安

はさらなる材料強度が向上した新規二ケイ酸リチウム材

定した補綴装置とするためには高い材料強度が求められ

料（ヴィンテージ PRIME プレス，松風，以下 VPP ）を

る．なかでも，二ケイ酸リチウムガラスセラミックスは

開発した（図 1）．二ケイ酸リチウムガラスセラミック

株式会社松風 研究開発部（近畿支部）
2020 年 1 月 15 日受付
2020 年 4 月 24 日受理
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図1

ヴィンテージ PRIME プレス

表1

各サンプル組成

LDGC-A
（VPP）

LDGC-B

LDGC-C

LDGC-D

SiO2

70.7

70.0

69.2

68.4

Li2O

15.0

14.8

14.6

14.5

ガラス安定化材
核生成材

11.4

12.3

13.3

14.2

着色材
蛍光材

2.9

2.9

2.9

2.9

100.0

100.0

100.0

100.0

サンプル名

成分
（wt％）
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合計

表2

プレス条件

開始温度
（℃）

昇温速度
（℃/分）

プレス温度
（℃）

係留時間
（分）

プレス時間
（分）

プレス加圧
レベル

700

60

925

20

AUTO1

5
（214N）

スは，二ケイ酸リチウム結晶が高密度に析出することに

2．試料

より，高い材料強度が発現する．本研究では，二ケイ酸

曲げ試験体形状（2.0×5.0×21mm ）のワックスにス

リ チ ウ ム 結 晶 の 主 成 分 で あ る SiO2，Li2O 量 の 異 な る

プルーワックスを付与し，リングベース上に 45°の角度

種々の組成ガラスを作製し，二ケイ酸リチウムガラスセ

で植立し，歯科用埋没材（セラベティ プレスベスト，

ラミックス（以下，LDGC ）の結晶量が材料強度に及ぼ

松 風 ） で 埋 没 後， リ ン グ フ ァ ー ネ ス（ KDF008EX，

す影響を調査した．

DENKEN ） で ワ ッ ク ス 焼 却 を 行 っ た． 次 い で， 各

B．研究方法（材料と方法）

LDGC 試 料 を プ レ ス フ ァ ー ネ ス（オ ス ト ロ マ ッ ト
654i，松風）を用いて表 2 の条件（プレス時間は設定せ
ず自動終了（ AUTO1）
）にてプレス成形し試験体を作製

1．材料

LDGC-A（ VPP 組 成 ） の SiO2，Li2O 成 分 量 を 基 準

した．

（最大）とし SiO2，Li2O 成分（モル比一定）とその他ガ

3．評価方法

ラス構成成分（ガラス安定化材，核生成材）の比率を変

a．曲げ強さ

化させて 4 種のガラスを作製し，一定の熱処理を施しニ

プレス成形した各サンプルの試験体を平面研削盤

ケイ酸リチウム結晶を析出させた各 LDGC 試料を作製

（ PFG500Ⅱ，岡本）
（砥石 #325，#800）を用いて曲げ試

した（表 1）
．

験体（1.2×4.0×21mm ）に調整し，万能試験機（オー
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図2
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各サンプルの曲げ強さ
図3

表3

各サンプルの XRD パターン

各サンプルの析出結晶，曲げ強さ，結晶化度，および結晶サイズ

サンプル名

LDGC-A
（VPP）

LDGC-B

LDGC-C

LDGC-D

析出結晶

LDS，Li3PO4

LDS，Li3PO4

LDS，LMS，
Li3PO4

LDS，LMS，
Li3PO4

曲げ強さ（MPa）
（SD）

516
（25）

487
（40）

456
（22）

425
（46）

結晶化度（％）

77

73

70

68

径（μm）

0.33

0.24

0.21

0.15

長さ（μm）

3.2

2.9

2.4

1.8

結晶サイズ

トグラフ AG-5000B，島津製作所）で 3 点曲げ強さを測

C．結

定 し た（ ISO6872：2015 Dentistry Ceramic materials に

果

準拠）（支点間距離 12mm，クロスヘッドスピード：
1mm/min ）．
b．結晶化度
曲げ試験後の各試料を乳鉢で 5 分間粉砕し，X 線回折
装置（ Multiflex，Rigaku ）を用いて XRD パターンを測

1．曲げ強さ

Si，Li 成分量の最も多い LDGC-A（ VPP ）は，最も

高い曲げ強さ（516MPa ）を示し，Si，Li 成分量の減少
に伴い曲げ強さは低下する傾向を示した（図 2）．

定（測定範囲：2θ＝10°
〜50°
）し，ガラスと結晶の強
度分布から結晶化度（結晶物質における結晶部分の全体
に対する割合）を算出した．
c．結晶サイズ
曲げ試験後の各試料を 0.1％フッ酸水溶液に 3 分間浸
漬し水洗後，SEM で試料表面を観察した．また，結晶
サ イ ズ は， 画 像 解 析 ソ フ ト（ Inspect 2017，GOM，
Germany ）を用いて，画像解析により得られた SEM 像
中の二ケイ酸リチウム結晶を測定した（ n＝10）．
d．統計処理
各サンプルの曲げ強さは多重比較検定（ Tukey 法）
により統計学的に処理した（ p＜0.05）．

2．析出結晶および結晶化度
すべての試料から二ケイ酸リチウム（ Li2Si2O5，以下
LDS ）およびリン酸リチウム（ Li3PO4）に帰属される
ピークが検出された．また，LDGC-C，LDGC-D から

は微量のメタケイ酸リチウム（ Li2SiO3，以下 LMS ）に

帰属されるピークが検出された（図 3）．

結晶化度は LDGC-A が最も高い結晶化度（77％）を

示し，Si，Li 成分量の減少に伴い結晶化度は低下する傾
向を示した（表 3）．
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図 4 各サンプルの結晶形態（SEM 像）
a：LDGC-A，b：LDGC-B，c：LDGC-C，d：LDGC-D

3．結晶サイズ

ロッキング効果が十分に得られず曲げ強さの低下につな

SEM 観察では，すべての試料において LDS に由来す

がった．さらに歯科材料としての化学的安定性の観点か

る針状の結晶が高密度に析出している状態を示した

らも，LMS 結晶は LDS 結晶と比較して耐酸性に劣るた

（図 4）．また，結晶サイズは Si，Li 成分量の最も多い

め，すべての結晶が LDS 結晶に転移していることは重

LDGC-A が最も大きな結晶サイズを示し，Si，Li 成分
量の減少に伴い，結晶サイズも小さくなる傾向を示した

要であると考えられる．
一方で技工作業上の観点からは，ガラスセラミックス
中の結晶量・状態がプレス成形性（鋳型への鋳込み性）

（表 3）．

D．考

察

に大きく関与していることに留意する必要がある．すな
わち，本実験より LDS 結晶量が多く，結晶サイズが大
きく，インターロッキング構造を形成することで高い曲

本研究では，Si，Li 成分量を変化させた LDGC を作

げ強さを発現することが示唆されたが，これら要因は同

製した．Si，Li の比率（組成設計上はモル比率）を一定

時にガラスセラミックスの流動性を低下させる因子とな

とし，また Si，Li とその他成分との比率のみを変化さ

る点である．歯科材料の設計としては，プレス成形性を

せることで，Si，Li 量の因子が結晶生成と材料強度に与

確保しつつ高い曲げ強度を発揮する結晶量・状態を見定

える影響を評価した．結果，Si，Li 成分量が最も多い

める必要がある．

した．SEM 観察より，Si，Li 量の増加とともに LDS 結

析出状態および曲げ強さとの関連性を調査したが，もち

LDGC-A（ VPP ）が，最も高い結晶化度と曲げ強さを示

本研究では Si，Li 量のみに焦点を絞って LDS 結晶の

晶サイズが大きくなり，さらに結晶同士が絡み合う構造

ろん他の要因（ Si と Li の比率，ガラス安定化材や核生

（インターロッキング構造）が顕著に表れた．これら結

成材の種類や量）によっても LDS 結晶の析出態様は大

晶析出の状態が，クラック伝播の抑制効果を高め，高い
材料強度の発現につながったと考えられる2）．

一 方，LDGC-C，LDGC-D で は SiO2，Li2O が 減 少

きく変化する．著者らが開発した LDGC-A（ VPP ）組

成の設計においては，その他要因についてもさまざまな

検討を重ねて高強度化を図っていることを付け加えたい．

し，他成分（ガラス安定化材，核生成材）が増加する．

E．結

こ れ よ り LMS 結 晶 の 析 出 が み ら れ た．LMS 結 晶 は

論

LDS 結晶の前駆体であり，SiO2 と反応することで LDS
結晶に転移する．SEM 観察より，SiO2，Li2O 量の減少

本研究結果から，LDGC 材料は組成中の Si，Li 成分

にともない析出する LDS 結晶が減少し，結晶サイズも

量が結晶量および結晶サイズに関与していることがわ

小さくなった（ LDGC-A と比較し結晶の成長が不十分）
と考えられる

．結晶サイズが小さいがゆえインター

3，4）

かった．
1．Si，Li 量が増加すると LDS 結晶量が増加する．
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2．Si，Li 量が増加すると LDS 結晶サイズが大きくな
る．
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352：4041-4050, 2006.
3）Apel Elke, Christian van t Hoen,. Rheinberger V, et al.：

3．Si，Li 量の増加にともない高い曲げ強さを示した．

本研究のガラスセラミックス組成 LDGC-A（ VPP ）

は 500MPa を超える高い曲げ強さを示すことから，口
腔内で安定した機能を発揮する歯科材料として期待され
る．
文
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補綴装置の厚さが埋没材の焼付きに与える影響について
風間

政広

寺前

充司

Influence of the thickness of a prosthetic device on the seizure property of investment materials
KAZAMA Masahiro, TERAMAE Mitsuji

リチウムシリケート系ガラスセラミックスは，高い審美特性と強度を兼ね備える歯冠材料として，幅広く臨床
応用されている．一方で，ロストワックス法により製作した埋没材鋳型にガラスセラミックスインゴットをプレ
ス成形する過程において，さまざまなエラー要因が潜んでいる点が否めない．本研究では，リチウムシリケート
系ガラスセラミックスによる補綴装置の厚さが，リン酸塩系埋没材の焼付きに与える影響について検討した．
厚さを 0.23，0.55，1.00mm に変化させたワックス平板 3 種類を製作し，メーカー指定の混液比で練和した各
社市販埋没材で埋没した．各埋没材指定の条件で焼却後，セラミックス加熱加圧成形器（オストロマット
654i，松風）を使用し，歯科加圧成形用セラミックス（ヴィンテージ LD プレス，松風）を加圧成形した（ n＝
4）．掘り出しには，ガラスビーズによるブラスト処理を行った．掘り出した成形体表面をデジタルマイクロス

コープ VHX-5000（キーエンス社）にて観察し，直径 3mm の円内に占める残存埋没材の面積を計測した（ n＝
4）．各埋没材とも，成形体の厚さが薄くなるにつれ埋没材の焼付き面積が増加した．セラベティ プレスベスト

では，1.00mm から 0.23mm と段階的に焼付き面積が増加したが，3 種の試料中で最も少ない焼付きを示した．
キーワード：リチウムシリケート系ガラスセラミックス，リン酸塩系埋没材，焼付き
Lithium silicate glass ceramics have been widely applied clinically as a crown material with good esthetic properties and strength. However, various error factors are present in the process of press-forming the glass ceramic ingot
on the investment material mold made by the lost wax method.
In this study, we investigated the effect of the thickness of lithium silicate glass ceramic prostheses on the seizure
of phosphate investment materials. Three types of flat plate with a thickness of 1.00 mm, 0.55 mm, and 0.23 mm
were prepared, and each investment material was embedded with a wax pattern at a specified mixture ratio. After
incineration under the conditions specified for each investment material, VINTAGE LD PRESS was pressed into a
mold by using OSTROMAT 654i, then the pressed material was blasted with glass beads. The surface of the excavated pressed material was observed with a digital microscope, and the area of the remaining investment material
occupying a 3 mm-diameter circle was determined（n＝4）. For each investment material, the seizure area of the investment material increased as the thickness of the pressed material became thinner. With the CERAVETY PRESSVEST, the seizure area increased gradually from 1.00 mm to 0.23 mm, but showed the least seizure property among
the three samples.
Key words：lithium silicate glass ceramics, phosphate investment, seizure property

A．緒

言

その 1 つとしてリチウムシリケート系ガラスセラミック
スの加圧成形によるオールセラミック修復が広く普及し
てきていることがあげられる．リチウムシリケート系ガ

近年，歯冠補綴装置のメタルフリー化が進んでいる．
株式会社松風 研究開発部（近畿支部）
2020 年 1 月 15 日受付
2020 年 4 月 24 日受理

ラスセラミックスは，ガラスマトリックス中に針状の二
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表1

使用した材料

種類
加圧成形用セラミックス
歯科技工用セラミックス加熱加圧成形器
歯科高温鋳造用埋没材
歯科高温鋳造用埋没材
歯科高温鋳造用埋没材
歯科用キャスティングワックス
歯科用キャスティングワックス
歯科用キャスティングワックス

第 41 巻第 2 号 2020

製品名
ヴィンテージ LD プレス
オストロマット 654i
セラベティ プレスベスト
他社製品 A
他社製品 B
松風ディスク WAX
松風シートワックス GAUGE
松風シートワックス GAUGE

32
24

製造販売業者

Lot No.

松風
松風
松風
A社
B社
松風
松風
松風

290418
N001218
181000
XL1755
1810101
021801
099003
011109

ケイ酸リチウム結晶を高密度に析出させたものであり，
天然歯に類似した光透過性と針状結晶がクラック進展を
抑制することにより高い強度特性を兼ね備えている．
一方で，加圧成形による歯冠補綴装置の製作は CAD/
CAM システムのように高額の設備を必要としないが，
ワックスパターン形成→埋没→焼却→加圧成形→掘り出
しと作業工程が多く，各工程において手技による繊細な
調整が要求されることにより，術者への負担が大きく
なっている．加圧成形法による修復物の製作には，材料
であるリチウムシリケート系ガラスセラミックス以外
に，歯科用セラミックス加熱加圧成形器および埋没材の

図1

性能にも左右されるため，良好な修復物が得られなかっ

セラベティ プレスベスト

た場合に不具合の要因を特定することが困難である．
加圧成形における主な不具合には，1）材料の鋳込み

B．研究方法（材料と方法）

不足，2）材料の破損，3）材料の面荒れなどがある．術
者は，これらを回避するべく加圧条件（温度，時間，圧
力等）をさまざまに変化させて対応するが，先にあげた

1．材料

3 つの不具合がお互いにトレードオフの関係になってい

使用した材料を表 1 に示す．リチウムシリケート系ガ

ることもあり，最適な条件を見出すことに困難な場合が

ラスセラミックスには二ケイ酸リチウム系ヴィンテージ

ある．

LD プレス（松風）を，加熱加圧成形器にはオストロ

本研究では，ガラスセラミックスの面荒れに着目して

マット 654i（松風）を用いた．本研究では，埋没材の

いる．面荒れは，ガラスセラミックスと埋没材が強固に

違いが焼付きに与える影響を検討するため，著者らが新

結合してしまうこと（以下，焼付きと記す）に起因して

規に開発したセラベティ プレスベスト（図 1）を含

いる．この焼付きには，先にあげた加圧条件以外にも，

め，プレスセラミックス用に市販されている他社製品２

ガラスセラミックスや埋没材の材料特性そのもの，また

種類を加えた計 3 種のリン酸塩系埋没材を使用した．

製作する補綴装置の形状などが関係していると考えられ
る．本研究では，リチウムシリケート系ガラスセラミッ

2．方法

クスの補綴装置の厚みがリン酸塩系埋没材の焼付きに与

松風ディスク WAX，松風シートワックスにて，縦

える影響について検討した．本研究では，補綴装置の厚

10mm， 横 10mm， 厚 さ を 0.23，0.55，1.00mm に 変 化

みが薄い場合，ガラスセラミックスに加わる圧力が増加

させた平板 3 種類を製作した．各厚さの平板 1 枚をリン

することにより，焼付きが顕著に現れるとの仮説をたて

グベース上に 45 °の角度で植立した（図 2）
．各埋没材

た．

を指定の混液比で練和し，ワックスパターンを埋没し
た．その後，各埋没材のメーカー指定に従い焼却した．
加圧成形にはオストロマット 654i（松風）を使用し，
表 2 に示す条件にてヴィンテージ LD プレス（松風）を
プレスレベル 5（226 Ｎ（約 23kgf ）
）にて加圧成形した

補綴装置の厚さが埋没材の焼付きに与える影響について
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植立したワックスパターン
表2

プレス条件

加圧開始温度
（℃）

昇温速度
（℃/min）

加圧温度
（℃）

係留時間
（min）

加圧時間
（min）

加圧レベル

700

60

910

20

3

5

図 3 VHX-5000 による画像解析

（ n＝4）．掘り出しには，ハイブラスターオーバルジェッ
ト（松風）を使用し，ガラスビーズ（平均粒子径 75μm）

結果を示す．残存埋没材量の比較結果を図 7 に示す．
セラベティ プレスベストの残存埋没材量は，厚さ

を約 1cm の距離から 0.4MPa の圧力で 2 分間のブラス

1.00mm で 2.3％，0.55mm で 6.5％，0.23mm で 16.0％

ト処理を行った．掘り出した成形体表面をデジタルマイ

となった．しかし，一元配置分散分析では，有意差がみ

クロスコープ（ VHX-5000，キーエンス）にて観察を

られなかった（ p＞0.05）
．

〜255，色相 60〜200 反転，彩度 0〜50 で設定し，直径

0.23mm で 27.0％となった．しかし，一元配置分散分析

3mm の円内に占める残存埋没材の割合を求めた（図 3）
．

では，有意差がみられなかった（ p＞0.05）．

行った．残存埋没材の算出には，画像上の色を明度 195

4 枚の試験片の平均値を残存埋没材量（％）とした．得
られたデータは，一元配置分散分析および多重比較検定
（ Tukey 法）により有意差検定を行った．

C．結

果

製品 A では，
厚さ 1.00mm で 11.3％，
0.55mm で 26.3％，

製品 B は，厚さ 1.00mm で 4.5％，0.55mm で 97.5％，
0.23mm で 98.0％ と な っ た．1.00mm と 0.55mm の 間，
および 1.00mm と 0.23mm の間で統計学的有意差がみら
れた（ p＜0.05）．
各埋没材とも加圧成形体の厚さが薄くなるにつれ埋没
材の焼付き面積が増加する傾向を示した．

表 3，図 4 にセラベティ プレスベスト，表 4，図 5 に
製品 A，表 5，図 6 に製品 B の画像解析および画像解析
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表3
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セラベティ プレスベストの画像解析結果
ワックス厚さ

平均
標準偏差

図4

1.00mm

0.55mm

0.23mm

2.3
4.5

6.5
12.3

16.0
14.0

セラベティ プレスベストの画像解析結果（左から厚さ 1.00，0.55，0.23mm）

表4

製品 A の画像解析結果
ワックス厚さ

平均
標準偏差

図5

D．考

1.00mm

0.55mm

0.23mm

11.3
8.9

26.3
10.7

27.0
7.0

製品 A の画像解析結果（左から厚さ 1.00，0.55，0.23mm）

察

レベルを中央値の 5 としている．
プレス加圧レベルを弱くすれば焼付きが低減するが鋳
込み性は悪くなる．逆に，加圧レベルが高ければ鋳込み

各埋没材とも加圧成形体の厚さが薄くなるに従い，埋

性は改善されるが，焼付きが悪くなる．過去に，加圧条

没材の焼付き面積が増加した．本研究では，加熱加圧成

件（温度，時間，圧力等）をさまざまに変化させた検討

形器にオストロマット 654i を使用しており，この装置

報告がある．赤坂は，スプルーの径の異なるワックスパ

の加圧プログラム 5 は，226 Ｎ（約 23kgf ）の力でガラ

ターンを植立
（圧力の変化），加圧成形することで，鋳込

スセラミックス（インゴット）を加圧する設定となる．

み性や反応層生成に違いが生じることを示している1）．

オストロマット 654i は，プレス加圧レベルが 0〜9 まで

本検討では，画像分析により焼付き性を数値化すること

あり，圧力を 108N（11kgf ）〜 343N（35kgf ）の間で変

を試みたが，本法は有効な手法であると考える．

更ができる．本検討では平均的な条件としてプレス加圧

また，加圧されたインゴットは，鋳型内の空間に注入

補綴装置の厚さが埋没材の焼付きに与える影響について
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製品 B の画像解析結果
ワックス厚さ

平均
標準偏差

図6

1.00mm

0.55mm

0.23mm

4.5
3.3

97.5
1.7

98.0
3.4

製品 B の画像解析結果（左から厚さ 1.00，0.55，0.23mm）

雑な形状の補綴装置に用いられることが多い3）ことか
ら，製造業者が推奨する厚さを確保することが難しい症
例も少なくないと思われる．
一方で，埋没材の違いにおいても焼付きに差が認めら
れた．プレスセラミックス用リン酸塩系埋没材（粉末）
は，耐火材としてクリストバライトや石英，結合材とし
てリン酸塩や金属酸化物などにより構成される．また専
用液に用いられているコロイダルシリカも埋没材の反応
特性に大きく影響している．伊藤は，コロイダルシリカ
の希釈度の違いによる反応性，表面粗さについて検討し
ている5）．コロイダルシリカの専用液のままで練和した
図7

残存埋没材量（％）

場合と専用液を希釈した場合との比較では，硬化時の反
応性（硬化膨張）や，表面粗さが異なることを示し，金
属材料の焼付き性が表面粗さに影響されると報告してい

されるわけであるが，一定の力で加圧されるため空間が

る．本検討は，セラミックスの加圧成形に関する検討で

狭くなるほど成形材料に加わる応力は大きくなる．すな

あるが，金属鋳造の場合と同様に，コロイダルシリカ濃

わち，補綴装置の厚さが薄くなるほど成形体が埋没材に

度が焼付き性に与える影響があると考える．

強く圧接され焼付き量の増加につながったと推測する．

著者らが開発したセラベティ プレスベストは，リチ

ガラスセラミックス材料の使用説明書には，補綴装置

ウムシリケート系ガラスセラミックスの加圧成形を主目

の最低厚さが示されている．症例により加圧成型体の最

的として設計されている．埋没材の焼付きを抑制する対

低厚さ（推奨値）は異なるが，フレームやべニア症例の

策として，耐火材の粒子径調整，結合材の配合量の最適

場合，最低厚さ 0.4mm とされている2，3）．実臨床上では

化を行っている．

0.3mm を下回るケースも発生していることと思われる．

このように焼付きの抑制を主眼に開発された埋没材

最低厚さは，強度設計を担保することが主目的で設定

は，多くの臨床家にとって快適な作業性を提供し，製作

されているが，製作上においては加圧成形体と埋没材の

される補綴装置の品質をさらに向上させるものであるこ

焼付きを抑える意味で重要となる．

とが期待される．

しかしながら，リチウムシリケート系ガラスセラミッ
クスは，その優れた審美特性と高い強度特性4）により，
インレー，アンレーやラミネートベニアなどの薄くて複
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E．結

1．リチウムシリケート系ガラスセラミックスの補綴
装置の厚さは，リン酸塩系埋没材の焼付きに影響し，厚
さが薄くなるほど焼付き量が増加する．
2．焼付きは，使用する埋没材の種類にも影響される．
リチウムシリケート系ガラスセラミックスによる補綴
装置の設計においては，適切な厚さを確保することが強
度担保と作業性向上の両面において肝要であることが示
唆された．
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調査研究

口腔内に装着されている補綴物による身元確認方法に関する調査研究
―大臼歯全部金属冠の咬合面形態およびレジン前装部メタルフレーム形態について―
内藤 昌幸

河本 匡弘
3）
山本 俊郎

1）

1）

黒田 飛翔
3）
金村 成智

市岡

1）

宏顕

2）

Examination of a dental identification method using a prosthesis
―The occlusal anatomy of a full metal cast crown and the metal frame of the resin facing―
1）

1）

1）

2）

NAITO Masayuki , KAWAMOTO Tadahiro , KURODA Asuka , ICHIOKA Hiroaki ,
3）

YAMAMOTO Toshiro , KANAMURA Narisato

3）

全部金属冠の咬合面形態，レジン前装部の窓開け形態，レジン維持形態に歯科技工士の技術やコンセプト，個
性などが反映される．患者の口腔内から撤去した大臼歯全部金属冠の咬合面形態の浮彫像を歯の解剖学の観点か
ら形態的特徴を指標とし精査，またレジン前装部のメタルフレームを歯科理工学の観点から窓開け形態やレジン
維持形態を類型化することで歯科法医学上，製作者の特定および個人識別に有効な資料となるか検討した．
咬合面形態においては，図形化することで個々の特徴や違いを簡略に判別できた．またレジン前装部の窓開け
形態やレジン維持形態は多様な形態が存在した．類型間に差があり稀有な形態ほど捜索範囲の絞り込みが期待で
きる．この結果，身元不明者遺体の口腔内に遺された補綴物の咬合面形態やレジン前装部のメタルフレームは，
製作者特定や身元確認に繋がる有効な資料となることが予想される．
キーワード：歯科法医学，歯科補綴物設計，個人識別，偶発的事象
The occlusal anatomy of a full metal cast crown and the metal frame of the resin facing of a removed prosthesis
were examined in terms of dental technology, and the following results were obtained. There were a variety of
forms, reflecting the concept, technical capabilities and individuality, and none of them were identical. These results
suggest that the occlusal anatomy of a full metal cast crown and the metal frame of the resin facing left in the oral
cavity of unidentified persons are useful for identifying the dental technician in dental forensics.
Key words：forensic odontology, dental prosthesis design, identification, incidental findings

A．緒

歯科所見による身元確認を行う場合，口腔内の状況が

言

重要であり補綴物も手掛かりの一つとなる．今までの大
規模災害時では，生前と死後の資料の照合に IOT（情報

これまでにわれわれは，身元不明者に遺された前装冠

技術）を十分に活用できず，手作業のため多大な時間が

ブリッジの写真から製作者の特定を試みる報告 を行っ

かかっていた．また，飛行機事故で遺体の損傷が大きい

たが，前装冠ブリッジの外観および上顎咬合面観の写真

場合，一部の資料より識別することもあり特徴的なイン

が唯一の資料であり（図 1）
，担当した歯科技工士を特

レー形態や補綴物の適合状態をも判別材料として用いら

定できるまでには至らなかった．

れることもあった ．一方，照合する資料が少ない事案

1）

京都府立医科大学附属病院歯科技工室
京都府立医科大学大学院医学研究科法医学
3）
京都府立医科大学大学院医学研究科歯科口腔科学
2020 年 1 月 15 日受付
2020 年 4 月 24 日受理
1）
2）

2）
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図1
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身元不明者に遺された前装ブリッジおよび上顎咬合面観

では，口腔内に装着されていた補綴物の材料を特定し流
通経路から技工所，歯科医院を特定，候補者と生前資料
を入手できる可能性が高いと考えられている ．
3）

以上の観点から製作者の特徴がよく表れる咬合面形態
を歯の解剖学的特徴を指標とし図形化することで判別，
レジン維持装置の形態を分類化することで照合作業の迅
速化や捜索の対象範囲を絞ることができると考えた．
本論文は，咬合面形態，レジン前装部の窓開け形態お
よびレジン維持形態に，歯科技工士の技術やコンセプ
ト，個性などの特徴が残されている可能性から，歯科法
医学上，有効な資料となるか検討を行った．

B．研究方法

図 2 上顎左側第一大臼歯FMC咬合面観
FMC の咬頭頂を結んだ線（橙色）
，裂
溝を結んだ線（赤色）

1．材料
当科において患者より了解を得て保管している撤去物

設定し分類した．レジン前装冠とレジン前装ブリッジ

から，無作為に上顎右側第一大臼歯全部金属冠（ Full

は，レジン維持形態を上記の 10 種類の項目を設定し分

Metal Crown 以下，FMC ）8 例と臼歯部ポンティックに

類した．また，レジン前装ブリッジのポンティック部を

レジン前装されたブリッジ 50 例，前歯部ポンティック

レジン積層状態が確認できるよう長軸方向に切断し，断

にレジン前装されたブリッジ 25 例，レジン前装冠 20 例

面を観察した．

を抽出し，FMC の咬合面形態およびレジン前装部を除
去したメタルフレームを対象とした．
2．方法
FMC は，咬合面を写真撮影し，4 咬頭頂（近心，遠

C．結

果

FMC の咬合面形態，窓開け形態およびレジン維持形
態に多様性があることが判明した．

心頰側咬頭と近心，遠心舌側咬頭）を結んだ線および近
心頰側溝（頰側溝）
，中心溝，遠心舌側溝頰側溝（舌側

1．FMC の咬合面形態

溝）を結んだ線を引いた．臼歯部ポンティックは，窓開

抽出した 8 例の FMC の外観は上顎右側第一大臼歯の

け形態を「頰舌的にくり抜き」
「窓開けの浅い」
，「窓開

特徴を表していたが，咬頭の位置関係や裂溝の走行は，

けの深い」
，（窓開け量を頰舌径の 1/2 以上，以下で浅

どれとも同一のものはなかった．各咬頭頂を結ぶ線が平

い，深いを分けた）の 3 種類に，窓開け面を「窓開け面

行四辺形に近いもの，対向する 2 対のうち 1 対が平行で

がスムース」，「削り痕が残っている（面粗い）
」の 2 種

ないもの，2 対共に平行でないものに分けられた．この

類に，レジン維持形態を「維持装置なし」
，
「縦棒」，「 V

四角形と裂溝線が交わる点が頰側では，近心頰側咬頭頂

棒」
，「横棒」
，
「小突起」
，「アンダーカット」
，
「リテン

と遠心頰側咬頭頂を結ぶ線の中点付近が 6 例，中点より

ションビーズを張り付けたまま」，
「リテンションビーズ

近心側と中点より遠心側が各 1 例，また舌側では，全例

の 上 半 分 を削 除 」，「リ テ ン シ ョ ン ビ ーズ ＋ お ろ し 金

が近心舌側咬頭頂と遠心舌側咬頭頂を結ぶ線の中点より

状」，「リテンションビーズ＋棒状」の 10 種類の項目を

遠心側で交わっていた（図 2）．
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表1

レジン前装部のメタルフレーム形態

臼歯部ポンティック
記号

145

前歯部ポンティック

削除量，面状態，類別

数量 割合

記号

類別

数量 割合

A

深い，スムース，縦棒

19

32％

O

リテンションビーズ＋縦棒

15

60％

B

深い，スムース，小突起

17

28％

P

リテンションビーズ

6

24％

C

くり抜き，スムース，縦棒

3

5％

Q

リテンションビーズ＋おろし金

1

4％

D
E

深い，スムース，縦棒 2 本
浅い，スムース，リテンションビーズ＋縦棒

3
3

5％
5％
5％

R
S
T

リテンションビーズ削合＋おろし金
リテンションビーズ＋小突起
リテンションビーズ大小

1
1
1

4％
4％
4％

F

深い，スムース，リテンションビーズ＋小突起

3

G

深い，面粗い，小突起

3

5％

H
I

深い，スムース，維持なし
深い，面粗い，縦棒

2
2

3％
3％

J
K

深い，面粗い，維持なし
浅い，面粗い，アンダーカット

1
1

2％
2％

記号

L

深い，スムース，横棒

1

2％

U

リテンションビーズ

9

45％

M

浅い，スムース，リテンションビーズ原型
深い，スムース，リテンションビーズ＋縦棒 + 横棒

1
1

2％
2％

V

リテンションビーズ削合

10

50％

W

リテンションビーズ削合＋おろし金

1

5％

計

60

N

図3

計

25

単冠
類別

計

臼歯部ポンティックのメタルフレーム形態
採用頻度の高い順

数量 割合

20

1

2．レジン前装部のメタルフレーム

12 種類，3 例以下の少数（5 〜 2％）が観察された（図

それぞれの結果を表にした．
（表 1）

3, 4）．

a．臼歯部ポンティック
「窓開け量が深い」
「面がスムース」で「縦棒」が 19
例と，「窓開け量が深い」
「面がスムース」で「小突起」
が 17 例と，この 2 種類で 60％を占め，残りの 40％は

b．前歯部ポンティック
「リテンションビーズ＋縦棒」が 15 例（60％）
，次に
「リテンションビーズを張り付けたまま」6 例（24％），
その他 4 種類で各 1 例が観察された（図 5 O 〜 T ）
．
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図4

臼歯部ポンティックのメタルフレーム形態
1 〜 2 例と採用頻度の少ない形態

図5
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2

前歯部のメタルフレーム形態

c．レジン前装冠の維持装置
全 20 例中 19 例が「リテンションビーズを張り付けた
まま」，「リテンションビーズの上半分を削除」の 2 種類
であった．その他 1 例のみ「リテンションビーズ＋おろ
し金状」が観察された（図 5 W ）
．
d．レジン積層状態
レジン前装部をバーナーで焼却除去した際，即時重合
レジンは，原型をとどめることなく勢いよく燃え上が
り，硬質レジンは，炭化層が残留することで使用されて

図 6 前歯部ポンティックのレジン積層状態

いた材料の判断が可能であった．前歯部ポンティック部
のレジン積層にも特徴がみられた．「メタルフレーム上

れたと判別できるもの」が 25 例中 2 例観察され，その

に即時重合レジン，オペーク，硬質レジンを順に築盛さ

他はすべて硬質レジンで築盛されていた（図 6）
．
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察

1．歯科法医学における補綴物
身元不明者を特定するための資料が家族などの捜索者
から提供されることの多い閉鎖型災害に対し，不特定多
数の人が被害を受ける開放型災害や遺棄される等により
事件性のある身元不明者遺体では，身元を特定する資料
が提供されないことも多く，身元を特定する労力がはる
かに困難をきわめる．この場合，数少ない手がかりとし
て歯を含む口腔内所見が重用される．歯は死後変化の最
も少ない臓器であり，死後経過時間の推定に影響され
ず，個人識別に有効な資料となる ．遺された補綴物
4）

は，なぜここにあり，どうしてこのような形態である
か，いつ頃装着されたかを考えるのが法医学の考え方

5）

図 7 上顎左側第一大臼歯咬合面観（天
然歯）
咬頭頂を結んだ線（黒色）
，裂溝を結ん
だ線（赤色）

であることから，歯はその人の履歴書であり，口腔内所
見は多様性に富んでいるため，個人識別を確定する手段

これに対し歯科技工士は，歯科医師の指示内容を精査の

として用いられている．また現在，開放型災害における

うえ，指示された色調および形態が修正なく生体と調和

身元確認のための歯科的資料として，デンタルチャー

がとれるよう，技工操作上のリスクを回避し，かつ生産

ト，口腔内写真，口腔内レントゲン写真が利用される．

性を考慮し製作工程を決定する．その際，基本形態およ

そして，補綴物が遺されている場合，その外観写真も資

び手技は標準化された歯科技工教育を受けてきたが，卒

料として用いられる．デンタルチャートは，最終治療を

後の経験や知識の蓄積による技術やコンセプトが，色

行った歯科医師が対象となるが，複数の補綴物が装着さ

調，形態表現はもとより製作工程においても発揮され，

れている場合，担当した歯科技工士も複数存在すると考

製作者による違いが生じる．

えられる．
しかしながら，歯科技工士にとってこれらデンタル

2．対象とした補綴物の形態

チャートや口腔内所見の写真から補綴物の色調や外観を

a．FMC の咬合面形態

確認することはできるが，細部の形態や質感が不明な点

咬合面形状の設計指針は，歯科補綴学的な学理と自然

などから自身が製作したという確証をもちにくいもので

科学的な考え方が混合されることで混迷を招き，不詳，

あった．口腔内に装着された補綴物を歯の解剖学や歯科

不明の連続 であり，そこに歯科技工士の個性が追加さ
7）

理工学などの観点から精査すると多様性に富み，歯科技

れ多様な形態が存在し同一性がないのが現状である．

工士の技術やコンセプト，個性が残されていると考え

FMC 製作時，咬合面形態の機能的意義を踏まえ，意図

た．そこで上顎第一大臼歯 FMC の咬合面形態を解剖学

した機能を解剖学的咬合面形態に準じ製作する ことに

的特徴を指標とし図形化することで違いを判別し，また

なるが，対合歯との咬合関係や隣在歯との位置関係は，

外観からは想像できないレジン前装部のメタルフレーム

症例毎に違うため同一製作者であっても浮彫像に違いが

8）

形態を分類することで捜索範囲の絞り込みが期待でき，

生じる．しかし，製作者がもっている基本的概形は大き

これらを資料とすることで身元不明者の確定に有効な資

く変わらないと考えた．

料になると考えた．
日本の歯科技工所の約 77％は 5 人以下の小規模歯科

そこで第一大臼歯の解剖学的咬合面形態の特徴である
各咬頭頂を結ぶ線が平行四辺形に近い形を成しているこ

技工所であるため ，現在，口腔内に装着されている補

と，各咬頭頂から派生する隆線の境界を示す線である近

綴物の多くは，上記のような小規模事業所で製作され，

心頰側溝（頰側溝）
，中心溝，遠心舌側溝頰側溝（舌側

6）

完成まで 1 人で受けもつことが想定できる．その他の規

溝）を連ねる線が

模の歯科技工所において，分業制であってもメタルフ

の大きさが近心舌側咬頭，次に近心頰側咬頭と遠心頰側

レームワークに関しては，1 人で製作していると考えら

咬頭がほぼ同じ大きさ，最小が遠心舌側咬頭である こ

H

型を成していること，各咬頭
9）

れる．歯科医師から，補綴物種別，補綴部位，使用金

とから，裂溝を結んだ線と平行四辺形との交点は，頰側

属，咬合様式，歯冠形態や色調のほか，舌感や清掃能力

ではほぼ中点，舌側では中点より遠心で交わることにな

などを勘案してポンティックの形態などが指示される．

る（図 7）
．
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製作者が第一大臼歯の咬合面をどのように捉え具現化
しているかを図形化することで，複雑な浮彫像を二次元
化し簡便に違いを判別することができた．
b．レジン前装部のメタルフレーム
a ）窓開け形態：ワックスの削除量が少なければメタ
ルフレームが厚くなり，鋳巣の発生や使用金属量が多く
なる．逆にワックスの削除量が多ければ，メタルフレー
ムの強度やワックスアップ時の破損につながるため，製
作者の技術力を確認できる箇所である．
b ）レジン維持形態：レジンの破損，金属フレームか
らの剥がれ防止やレジン築盛スペースなどを考慮し維持

図 8 インシデンタルファインディング
埋没時の気泡が鋳造されそのまま残されていた

装置を付与するが，その形態は多様であり，外観からは
想像できないものであった．全体の 40％以下が 12 種類
あり少数であった．不明者に遺されたものが少数であれ

クできれば，迅速に身元を確認できると考える．補綴物

ば捜索範囲の絞り込みが期待できる．

にマーカーを施すことは義歯においては一部で実施され

c ）レジン積層状態：レジン前装部の材料は，指示書

成果を上げた報告

もされているが，クラウンブリッ

12, 13）

により指定されているが，ポンティック部のメタルフ

ジのマーキングは，いまだ普及に至っていないのが現状

レームとオペーク層の間を何で埋めるかは，製作者によ

であり，今後の課題である．

り判断していると思われる．レジン前装部のメタルフ

論

E．結

レームや築盛構成を精査することで製作工程が確認で
き，時としてインシデンタルファインディングに遭遇す
ることもあり，これら製作者のみが知る事象が遺されて
いる（図 8）
．
口腔内全体を網羅的に撮影することは，後日に照合で

FMC の咬合面形態，レジン前装部の窓開け形態およ
びレジン維持形態は特徴的に分類することが可能で，歯
科法医学上，有効な資料となることが予想される．

きることや見る眼が違うと新しい発見が出てくる可能性

文

がある が，歯の解剖学や歯科理工学など歯科技工学と
10）

いう別の視点で補綴物を精査することで，今まで行われ
てきた資料作成を補完でき身元不明者の確認に有効な資
料となると考えられる．
3．今後の課題
歯科技工士法では，歯科技工指示書および歯科技工録
（補綴物管理票）の保存義務は 2 年である．2 年以上前
に製作された補綴物に関しては，記録が残っていない場
合も想定できる．さらに今後，CAD/CAM などのデジ
タル化が進み，誰もが同型の補綴物を製作できるように
なり製作者を特定することが難しくなることが予想され
るため，長期保存とデータベース化が可能な電磁的保存
が望まれる．歯科技工業界において，以前は歯科技工指
示書と納品書がトレーサビリティの役をなしてきたが，
真のトレーサビリティとして品質管理，品質保証の面か
ら歯科技工録（補綴物管理票）を残すことは，重要なこ
と である．そして，咬合面形態やレジン維持装置など
11）

の製作過程も歯科技工録（補綴物管理票）に記載するこ
とが必要であると考える．記憶に頼るのではなく，記録
を辿る捜索を迅速に行えるシステムを構築し，口腔内に
装着された補綴物と歯科技工録（補綴物管理票）がリン
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歯科技工最前線

特集 「ジルコニアのマテリアル選択」

ジルコニアのマテリアル選択
愛知学院大学歯学部歯科理工学講座

伴

清治

2005 年に医療用材料として認可されて以来，ジルコニアは審美修復材料として特別な材料ではな
く，一般的な歯科材料として普及してきました．さらに，当初は金属の代替えとして導入され，陶材を
前装するためのコアとして利用されてきましたが，2012 年頃より，高透光性ジルコニアが導入され，
陶材を前装しないフルジルコニア（モノリシック）冠が用いられるようになってきました．さらに，プ
リシェードおよび積層型が導入され，切削成形後の最終焼成だけで，ある程度の審美性が確保できるよ
うになってきました．このように，ジルコニアの種類は増え続け，現在の国内市場には組成的な分類で
10 種類以上のジルコニアが流通しています（図１）
．したがって，臨床現場において，その選択に苦慮
するような場面がでてきています．技工サイドから考えると，ジルコニアは CAD/CAM ミリングによ
る成形，着色，焼成，研磨などの各工程の重要性はいうまでもなく，さらに，前段階である支台歯形
成，デジタル印象，後段階である接着に至るまで，すべてが関係してジルコニア製修復物の口腔内での
治療成功の可否が決まってきます．そして，材料の選択によってそれぞれのデザイン・操作条件が変
わってくるため，きわめて重要な決定であると思います．
そこで，今回の特集『ジルコニアのマテリアル選択』では，その選択のヒントになるような解説を，
各専門家に執筆していただきました．歯科材料学の立場から，昭和大学歯学部歯科理工学部門の堀田康
弘准教授には「ジルコニアのマテリアルと製作方法」と題して，光透光性，焼結方法，加工方法など歯
科技工操作で重要となる項目について将来展望も含めて解説していただきました．歯科補綴学の立場か
ら，九州歯科大学歯学部口腔再建リハビリテーション学分野の細川隆司教授，正木千尋准教授，野代知

図1

歯科用ジルコニアの分類と主な商品名

ジルコニアのマテリアル選択

孝医員には，「インプラント治療におけるジルコニアの有効性」と題して，アバットメントと上部構造
に分けて，臨床的生存率から特性と選択基準まで解説していただきました．歯科臨床の立場から，亀戸
デンタルオフィスの奥田祐司院長には，
「誰がジルコニアの種類を決定すべきか？」と題して，多くの
ジルコニアからの材料選択について，ご自身の臨床応用経験に基づいて解説していただきました．
この特集記事のための原稿を執筆している間，新型コロナウィルスの感染が歯科界にもさまざまな影
響を与えています．厚生労働省からは，緊急性のない歯科治療は延期考慮を，と報道されました．一
方，日本歯科医師会は４月 30 日現在 「今日まで歯科治療を通じて患者が新型コロナウイルスに感染し
た例は 1 件もない」と発表しました．さらに，感染対策が充分に行われていることが各診療所からアナ
ウンスされています．緊急事態宣言が解除されても，一般社会ではテレワーク，一部業種では休業自粛
が推奨されています．歯科界もさまざまな変革の絶好の機会ととらえることができます．したがって，
感染予防の観点からいっても，デジタル技術を駆使し，オンラインで製作できる CAD/CAM システム
を活用したジルコニア製歯科修復物の製作が，ますます重要になってくるものと感じています．本特集
記事が歯科技工士をはじめとする歯科関係各位の日常臨床に役立ち，最終的には患者への福音に繋がる
ことを願っています．
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特集 「ジルコニアのマテリアル選択」

ジルコニアのマテリアルと製作方法
昭和大学歯学部歯科保存学講座歯科理工学部門

堀田

康弘

さ 1,400 MPa，ビッカース硬さ 1,250 という高い機械的

A．ジルコニアの始まり

性質が得られ，それまで金属でなければ対応できなかっ

歯科材料としてのジルコニアは，1997 年に Filser ら

たブリッジフレーム用材料として利用されはじめた．

が DCM（ Direct Ceramic Machining ）システムとして

しかし，臨床の現場から前装陶材のチッピングが金属

半焼結ジルコニアの加工を発表し，1998 年に DeguDent

焼付陶材冠より多くみられるとの報告が出たことで，そ

社より「 Cercon 」として商品化されたのが始まりとな

れに対応すべくジルコニアフレーム表面の結晶状態や機

り，今日ではジルコニアを用いてさまざまな修復装置が

械的性質の確認と共に，表面性状の改質や焼付陶材の調
整などさまざまな研究が行われた．実際には前装される

製作可能となっている．
また，日本国内においても PMDA の公表している薬

陶材自体の強度が低いことが一番の問題で，陶材を前装

機法認証品目リスト（2005 年 8 月から 2020 年 1 月分ま

する限りにおいては，チッピングをなくすのは難しいと

で）を見ると，歯科切削加工用セラミックスとして登録

の認識が一般的となり，大臼歯部など審美性を求められ

されている 157 品目中，125 品目がジルコニアのブロッ

ない領域には，ジルコニア単体（モノリシック）での補

ク，あるいは，ディスクとなっている．2005 年によう

綴装置製作が求められるようになった．

やく日本でも医療用材料として認可されたジルコニア

B．ジルコニアの光透過性

は，当初ポーセレン前装冠のメタルフレームに代わる白
い金属材料として利用され始めた．この時に利用されて

こうした要求の下，2011 年に光散乱因子であるアル

いたジルコニアは，本来常温で単斜晶となるジルコニア

ミナの添加量を 0.05 mass% まで減少させることで光の

の結晶を 100 ％正方晶とするために，安定化元素となる

透過率を 41 ％まで高めた高透光性ジルコニアが登場し

イットリアを約 5.2 mass ％（3 mol ％）添加し，焼結温

た（表 1）
．ジルコニアは 3 mol ％のイットリア添加で

度を下げるためにアルミナを 0.25 〜 0.5 mass ％添加し

ほぼ 100 ％が正方晶の状態となるが，さらにイットリア

た 正 方 晶 ジ ル コ ニ ア 多 結 晶 体（ TZP：Tetragonal

添加量が増えると，応力誘起変態による強化が起こりに

Zirconia Polycrystal ）である．この TZP は，3 点曲げ強

くい立方晶が混ざった部分安定化ジルコニア（ PSZ：

表1

単位
Y2O3
Al2O3
成形体密度（CIP）
焼結体密度（CIP）
3 点曲げ強度（CIP）
硬さ（Hv10）
全光線透過率

mass%
mass%
g/cm3
g/cm3
MPa
%

東ソー社のジルコニアグレード

TZ-3YSB-E
（従来型 TZP）

Zpex®
透光性 TZP

Zpex® 4
高強度 PSZ

Zpex Smile®
高透光性 PSZ

5.2（3 mol%）
0.25
3.14
6.07
1400
1250
35

5.2（3 mol%）
0.05
3.22
6.08
1100
1250
41

6.9（4 mol%）
0.05
3.29
6.07
1100
1250
45

9.3（5.5 mol%）
0.05
3.26
6.04
600
1250
49

成形条件；金型プレス 19.6MPa 後，CIP196MPa

ジルコニアのマテリアルと製作方法

図1
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ジルコニアの結晶状態による光透過性の違い

表 2 ISO 6872：2015 の固定式補綴装置用セラミックスの分類
クラス

臨床用途

曲げ強さ
（MPa）

破壊靭性
（MPa・m1/2）

1

前歯部の単冠
前装材料

50

0.7

2

前歯・臼歯の単冠クラウン
前装材料

100

1.0

3

前歯・小臼歯の 3 歯以下までのブリッジ
前歯・小臼歯の 3 歯以下までのフレームワーク

300

2.0

4

大臼歯部を含む単冠から 3 歯までのブリッジ
大臼歯部を含む単冠から 3 歯までのフレームワーク

500

3.5

5

4 歯以上のブリッジ
フレームワーク

800

5.0

破壊靭性値は Recommended value（推奨値）

Partially stabilized zirconia ）となり，光の透過性がさら

に抑えて立方晶の生成を減らした高強度 PSZ が登場

に改善される（図 1）
．そこで，2014 年にはイットリア

し，曲げ強さで 1,000 MPa 以上を維持しつつ，高い透

添加量を 9.3 mass ％（5.5 mol ％）まで高めて，正方晶

光性を持たせることに成功した．さらに，最近では，こ

の中に立方晶を共存させた高透光性ジルコニア（高透光

の高強度 PSZ で，結晶粒界での光散乱の因子となる気

性 PSZ ）が登場し，フルジルコニアクラウン（モノリ

孔率を極力減らすよう原材料の調整を行うことで，より

シッククラウン）として急速に需要が伸びた．

高い強度が得られるように調整しているものもある．

しかし，この PSZ は機械的性質が TZP の半分となっ
てしまうことから，ISO 6872：2015 のセラミックスに

こうした透光性の改善と共に，エルビウム（ピンク）
や鉄（イエロー），コバルト（グレー）などの元素を添

関するクラス分類（表 2）でクラス 4 に相当する臼歯部

加した原料粉末を混合することで着色し，さらに色調ご

を含む 3 歯ブリッジまでの用途に限定されことが問題で

とに積層（マルチレイヤー化）した半焼結体ディスク

あった．そのため，イットリアの添加量を 4 mol ％まで

や，TZP と PSZ を混合積層したディスクなど，さまざ

日歯技工誌
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図 2 混合組成積層型 TZP-PSZ ディスクの例
CAM 設計時のネスティング状態によっては機械的性質の全く違うものができあがる．

まなタイプが利用されている1）．ただし，こうしたマル

ら，炉内の温度管理がシビアとなり焼結体のサイズに

チレイヤーのジルコニアディスクに関しては，当然，光

よってはさまざまなコントロールが必要となる．この点

透過性の高い材料，つまり機械的性質の低い材料が上面

においても IH 方式は，家電のホットプレートなどを見

に積層されることになるため，CAD ソフトウエア上で

てもわかるように，内蔵インバーターによる周波数コン

の設計形状が，CAM ソフトによるネスティング（ディ

トロールで温度設定を細かく調整できるのが利点とな

スク上での配置）時に，適正な条件となっているか考慮

り，電気抵抗路のような発熱体に頼る必要もない．その

する必要がある（図 2）．

C．ジルコニアの焼結方法

ため，この方式を採用している Cerec Speedfire では，
通常のポーセレンファーネスの用途としても利用可能と
なっている．

現在，適合性や耐久性において十分な性能を得たモノ

こうした超高速焼結を用いて製作した 3 歯ブリッジの

リシックジルコニアが，審美修復の領域においても主流

結 晶 化 状 態， 適 合 性， 機 械 的 性 質， 耐 久 性 に 対 し，

となっているが，唯一，問題となるのが後焼結の工程に

Kauling ら2）は，従来型の焼結方式と比較して有意な差

かかる時間であった．ジルコニアの成形手法は，1997

はなかったと報告しているが，どのジルコニア製品が対

年に DCM の手法が発表された時から，半焼結体を切削

応しているのかどうかは事前に確認しておく必要がある．

加工し，その後，完全焼結する手法がとられてきた．初
期のジルコニアでは，半日程かけてゆっくりと高密度焼

D．ジルコニアの加工方法

結していたが，徐々にその時間が短縮され，現在では単

これまで切削加工と後焼結という手法が，ジルコニア

冠であれば最短で 10 分程度で焼結を終了できる電気炉

の成形法の主流であったが，昨年あたりから 3D プリン

が登場している．ジルコニアは焼結温度が 1,400 ℃以上

ターを用いたジルコニアの成形手法も登場してきた．従

となるため，それまで用いられてきたニクロム線や白金

来，用いてきた切削加工方式は，高精度な加工が可能な

線電気炉では焼結ができず，二ケイ化モリブデンを発熱

反面，加工中の切削粉や加工後に残る未加工部分など，

体として用いた電気抵抗路が使われてきた．この二ケイ

多くの材料が無駄になることが問題であった．それに対

化モリブデンは，最高発熱温度が 1,900 ℃までとジルコ

し，3D プリンターを用いた加工方式では，無駄になる

ニアの焼結作業に適したものであったが，熱衝撃に弱く

材料を大幅に減らすことが可能なことから，大いに期待

急激な温度変化には対応が難しいため，これを用いて短

が寄せられている．

時間焼結を実現した VITA ZYRCOMAT® 6000 でも，焼

現在，歯科で利用されている 3D プリンターには，樹

結に要する時間は最短で 80 分であった．また，還元雰

脂系材料を用いた液相光重合方式や材料噴射方式，石膏

囲気や真空度の高い雰囲気では，発熱体表面に生成され

系材料を用いた結合剤噴射方式，金属を用いた粉末床融

る SiO2（ガラス）被膜が損傷されるため，二ケイ酸リ

解結合方式など，さまざまな機器が利用されるように

チウムガラスの結晶化や，陶材焼成など，他の用途での

なっている．そのなかでも，セラミックスに対して利用

利用には向いていない．

できる方式としては，表 3 に示すようなものがあるが，

それに対して，現在販売されている超高速焼結電気炉

ジルコニアを対象とした機器として実用化されているの

では，もともと歯科でもコバルトクロム合金など融点の

はスラリー積層光硬化方式のものとなる（表 4）
．これ

高い金属を，短時間で融解させる方式としてなじみの深

らは，積層材料として光硬化性樹脂に約 60 〜 70 ％のジ

い，高周波誘導方式（ IH：induction heating ）を採用し

ルコニアパウダーを混ぜたスラリーを用意し，これを均

ており，その昇温速度は 300 ℃ / 分と電気抵抗炉と比較

一にならしたところに UV ライトを当てて硬化させ，造

して非常に高速となっている．しかし，ジルコニアは熱

形後に脱脂処理と焼結を行うことで最終製品を製作して

伝導率からすると，金属などと比べても小さいことか

いる．切削加工方式では，ディスク作製時に CIP 処理

ジルコニアのマテリアルと製作方法

表3
方 式
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粉末積層
インクジェット方式

粉末積層レーザー成形
（樹脂用を流用）

スラリー積層
光硬化式

レーザー焼結式

焼

結

造形後脱脂・焼結

造形後脱脂・焼結

造形後脱脂・焼結

レーザーで直接焼結

長

所

大物成形が可能

大物成形が可能

緻密体が製作可能

脱脂・焼成不要

短

所

多孔質体のみ

焼成体の密度低い
（インクジェットより高密）

大型部材に不向き

大物成形困難

新東 V セラックス HP（http://vcerax.sinto.co.jp/3dprinter/feature/index.html）より

表4
メーカー
製造国
機器名称
機器寸法（mm）

ジルコニアの 3D プリンティングが可能な機器

（株）写真化学

Admatec

3DCeram

Prodways

Lithoz

日本

SZ-2500

オランダ

フランス（日本）

フランス

オーストリア

Admaflex 130

CERAMAKER 900

ProMaker C6000

CeraFab 7500

1600×1850×1950

575×880×1760

1000×2300×2300

1845×1100×1850

1700×800×1200

300×300×110

120×500×120

76×43×150

機器重量（kg）

300

造形エリア（mm）
積層ピッチ（μm）
光源
投影方法
製作可能
セラミックス

250×250×250
50 - 200

96×54×120
25 - 100

Laser 355nm
SLA

DLP（FHD）

アルミナ
ジルコニア

アルミナ
ジルコニア
焼結シリカ

10 - 125

25 - 150

10 - 100

Laser 355nm

365nm

LED

SLA

Moving DLP

DLP（FHD）

ジルコニア，アルミナ，ジルコニア，
アルミナ，ジルコニア，アルミナ，
ハイドロキシアパタイ ハイドロキシアパタイ 窒化ケイ素，TCP，
シリカ
ト，TCP
ト，窒化ケイ素

を行うことで密度を高め，焼結時の収縮の偏りや内部欠

形装置が発売されるようになり，今後，ジルコニアに対

陥の防止などをコントロールしているが，光硬化させる

応した製品も続々と登場してくると考えられる．こうし

ために樹脂材料が混合されている 3D プリンター方式で

た技術の進歩は非常に早く，ISO などで規格が定められ

はそれができない．そのため，最終的な焼結時の収縮や

るまでには大きなタイムラグが生じている．特に，ジル

気孔のコントロールなど，機械的性質に影響を与える要

コニアを含めたセラミックスの規格は 2015 年に発行さ

素の検討についてはこれからの課題である．

れた ISO 6872 のなかで，機械的・化学的性質と用途が

現段階での 3D プリンターによるジルコニア含有レジ

厳密に規定されているが，CAD/CAM で利用するブラ

ンの光重合積層は，成形自体は 1 〜 2 時間で終了する

ンクについては未だ規格策定中である．特に，マルチレ

が，脱脂のための焼成はきわめてゆっくりと加熱してレ

イヤー型のディスクについては，規格策定の必要性が

ジンを焼却し，その後，最終焼結まで非常に長い時間を

ISO 会議のなかでも提案されているが，さまざまなレイ

かけて加熱しており，合計で数十時間を要すると聞いて

ヤー構成のディスクがすでに存在しており，その扱いは

いる．しかし，すでに CAD/CAM 冠と比べても遜色の

非常に難しくなるであろう．

ない適合が得られたとの報告もあり3），今後の発展が楽

歯科技工の世界では，精密鋳造の技術であれば 1 世紀
以上，メタルセラミックスの技術では半世紀以上の熟成

しみである．

E．ジルコニアの将来
日本の歯科医療にジルコニアが導入されて 15 年が経

期間を経て，現在のような安心して利用できる技術へと
昇華してきた．一方，CAD/CAM で作られるジルコニ
ア補綴装置は，その基本技術が登場してから約 20 年し

過し，オールセラミックスによる自費診療の中心的役割

か経過していないにもかかわらず，素材や機器が急速に

を担うようになってきた．特に，昨今の貴金属系材料の

増えて混沌とした状況となっている．それだけに，使用

高騰状況からしても，メタルセラミックスにはもう戻れ

するジルコニアがどのような素材・組成なのかをしっか

ないのではないかと考える．また，加工方式においても

りと理解し，それを設計時に反映して十分な性能が発揮

2007 年頃から各種積層造形技術の基本特許保護期間が

できるようにしていただきたい．

終了したことで，さまざまなメーカーから安価な積層造
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隆司

いことが報告されている5）．これらの結果から，細菌の

A．はじめに

付着しにくさという面において，ジルコニアはチタンと

セラミックス系 CAD/CAM マテリアルであるジルコ

同等か，あるいはやや優れた材料であるといえるだろ

ニアは，生体適合性や力学特性（強度，靭性），またコ

う．一方，われわれはレーザードップラー血流計を用い

ストにおいて他の金合金や陶材よりも優れていることか

て，ジルコニアアバットメントと金属製アバットメント

ら，これまでインプラント治療のなかでアバットメント

の周囲粘膜における組織血流量を比較したところ，ジル

材料として多く用いられてきた．さらに現在ではイット

コニアは周囲組織血流量が多く，天然歯周囲歯肉の血流

リウム含有量を増加させることにより透光性を高め，か

量に近いことを明らかにした6）．また Barwacz らはチタ

つマルチレイヤー化されたジルコニアが登場し，臼歯部

ンアバットメントとジルコニアアバットメントの生物学

だけでなく，審美領域も含めて，フルジルコニア冠をイ

的影響をインプラント周囲浸出液で検討し，炎症性サイ

ンプラントの上部構造として選択される症例が増えてい

トカインや骨関連タンパクの発現量に両群間で有意な差

る．本稿では，ジルコニアの材料自体がもつ特性や現時

はみられなかったと報告している7）．さらに両アバット

点でのエビデンスを整理し，インプラント治療における

メントに関するシステマティックレビュー8）によると，

ジルコニアの有用性，選択基準について考えたい．

周 囲 ポ ケ ッ ト 深 さ（ PPD ）
，プロービング時の出血

B．アバットメント材料としてのジルコニア

（ BOP ），周囲骨吸収量，歯肉退縮量に関してはチタン
とジルコニアの間で有意な相関は認められなかったと報

1．臨床的生存率，偶発症について

告されている．以上の結果より，われわれはプラークコ

アバットメントに関するシステマティックレビュー1）

ントロールに問題がある症例ではジルコニアアバットメ

に よ る と，5 年 で の 失 敗 率 は 金 属 ア バ ッ ト メ ン ト が

ントの方が有利だと考えている（図 1）
．

1.5％，セラミックアバットメントが 2.4％と両群間に有
意な差はないことが示されている．また 5 年間の補綴的

3．審美的影響

合併症の発症率に関しては金属アバットメントが

インプラント周囲の軟組織の色調はアバットメント材

11.5％，セラミックが 11.2％と同様の値を示している

料によって影響を受けること，またセラミックアバット

が，詳細にみると，セラミックアバットメントは破折の

メントを用いた場合，金属アバットメントと比較して天

割合が 1.8％（金属は 0.08％）と高く，逆にスクリュー

然歯周囲歯肉の色調とマッチしやすいことが報告されて

の緩みは 1.5％（金属は 3.8％）と低いことが示されてい

いる9）．また Lops らは 3 種類のアバットメント（金合

る．一方，生物学的合併症としては，骨吸収量には相違

金，ジルコニア，チタン）を用いて歯肉色評価を行い，

がないものの，歯肉退縮の発生率に関してはセラミック

周囲粘膜の厚みが 2mm 以下の場合はジルコニアアバッ

アバットメント（12.6％）の方が金属（1.5％）よりも高

トメントが審美的に優れていることを報告している10）．

いことが報告されている．

逆にいうと，インプラント周囲に 2mm 以上の厚い粘膜
がある場合は金属アバットメントを用いても特に審美的

2．生体親和性／周囲組織の反応

な問題は生じないといえる．また歯間乳頭を含めた審美

これまでジルコニアはチタンよりもプラークが形成さ

性に関する患者からみた満足度評価においても両アバッ

れにくい材料であると in vitro および in vivo で多く報

トメント材料で差がないことが示されている11）．これら

告されている．一方，細菌の付着能だけを比較した場

の結果から，周囲粘膜の厚みが 2mm 以下と薄い症例に

合，ジルコニアとチタンでは相違がないという報告2〜4）

おいてのみ，ジルコニアアバットメントの方が金属より

が多く，バイオフィルムの形成に関しても両者で差がな

も審美的に有利といえるのかもしれない．

2）

3）
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4．力学的強度およびインプラント体の摩耗

ト周囲粘膜内に位置してしまうといった欠点があげられ

生体親和性や審美性に関してはジルコニアアバットメ

る18）．そのため，ジルコニアアバットメントにチタン

ントの利点が多いが，問題となるのが強度である．なか

ベースを合着したハイブリッド型を選択する場合，チタ

でもジルコニアアバットメントとインプラント体との接

ンベース外面やジルコニア内面に対してブラスト処理や

合部におけるインプラント体内面（チタン）の摩耗が報

プライマー処理を行うなど，技工サイドでの接着を確実

告されている12）．臨床的にもジルコニアアバットメント

に行うことが重要である．また，接着性レジンセメント

を長期間使用することによって周囲粘膜における

を重合させた後，余剰セメントがないよう技工用実体顕

titanium tattooing が生じたという報告13）や，5 年間ジル

微鏡下で接着面を十分研磨することも重要である．

コニアアバットメントを使用後に titanium particles が歯
周ポケット内に溶出されたと報告されている14）．さらに

5．臨床的選択基準

アバットメント自体の破折も問題としてあげられる．ワ

これまでの研究結果から，アバットメント材料として

ンピースタイプのジルコニアアバットメントの場合，接

ジルコニアを用いることは十分適切であるといえるが，

合部における破折がチタンよりも高いこと15），また埋入

患者の年齢，咬合力や部位，インプラントの埋入角度，

方向に対するアバットメントの角度が 20 度から 30 度を

周囲粘膜の厚み，プラークコントロールの状態などを総

超える場合11）やインプラントショルダーから咬合面まで

合的に考慮しながら，アバットメントの種類（ジルコニ

の距離が 13mm を超える場合 は特に破折のリスクが

アアバットメント，チタンアバットメント，チタンベー

高くなることが示されている．そのためアバットメント

スとジルコニアアバットメントを合着したハイブリッド

16）

の角度が 20 度を超える場合や歯冠長が長い症例，さら

型アバットメント）を選択していくよう歯科医師に注意

に臼歯部など咬合力が強くかかる部位ではインプラント

喚起をすべきである．エマージェンスプロファイルだけ

体との接合部のみチタンベースを使用するタイプのジル

考えると，チタンベースを用いるよりもジルコニアのワ

コニアアバットメントを使用する方が安全であろう（図

ンピースアバットメントの方がスムーズであるため（図

2）．また，インプラント体へのアバットメントの適合に

3），患者の審美的な要求度も十分に把握したうえでのア

関してはジルコニアの方がチタンよりも若干劣る17）が，

バットメント材料選択も求められる．

チタンベースを用いることでより良好な適合を得ること
が可能となる．さらに，チタンベースを併用することに
より，スクリューの緩みやスクリューによるジルコニア

C．上部構造（咬合面材料）としてのジルコニア
1．ジルコニア上部構造の生存率

アバットメント内部への引張応力を防ぐことができると

ジルコニア上部構造に関するシステマティックレ

いった利点がある一方，チタンベースとジルコニアとの

ビュー19）によると，ジルコニア上部構造の 10 年生存率

接着が長期的には不安があることや接着面がインプラン

は 89.4％であり，前装陶材の破折が 16.9％に生じたと報

インプラント治療におけるジルコニアの有効性

図2
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チタンベースにモノリシックジルコニアを合着した上部構造を選択した症例

図3

チタンベースを用いた場合，チタンベースの形が決
まっているため，プロビジョナルと同じエマージェ
ンスプロファイルにすることは難しい
a：プロビジョナルレストレーション
b：チタンベースを用いたジルコニアアバットメント
c：a と b を重ね合わせた写真

告されている．一方，モノリシックジルコニアに関して

しまうことが問題点としてあげられる22）．そのため，透

は 1 年間という短期間の臨床報告ではあるものの，偶発

過性と強度のバランスを考慮しながら臨床的にはジルコ

症の割合はスクリューの緩みが 9.1％，セラミックの破

ニアを選択しなければならない．特に 3 ユニット以上の

折は 0％であり，陶材焼付金属冠（スクリューの緩み

臼歯部ブリッジや咬合力の強い患者に対しては，高透光

45.5％，セラミックの破折 9.1％）よりも有意に低い値

性ジルコニアは力学的強度が下がることを知っておき、

を示している20）．また，モノリシックジルコニアの場

破折のリスクが高くなることについて歯科医師に注意喚

合，レイヤリングする場合よりも技工時間が短く，コス

起を促すなど慎重な対応が必要であろう23）．

トが安いことから，今後インプラント上部構造としてま
すます需要が高まるであろう．

3．対合歯の摩耗について
ジルコニア表面の硬さは長石系陶材の約 3 倍あるもの

2．透過性と強度

の，材料の硬さと対合歯の摩耗との間に関連はないと報

正 方 晶 多 結 晶 体（ TZP ） の ア ル ミ ナ 含 有 量 を 減 ら

告されている24）．実際，表面が研磨されたジルコニアの

し，さらにイットリウム含有量を増やした高透光性ジル

場合，対合歯エナメル質の摩耗量は天然歯と比較して同

コニア（5Y-PSZ，6Y-PSZ ）が開発され，審美領域にお

等，あるいは若干大きい値を示すが，陶材焼付金属冠よ

いてもフルジルコニア（モノリシックジルコニア）を応

りは少ないことが報告されている25）．材料の硬さよりも

用することができるようになってきた21）．しかしなが

表面の粗造さの方が影響するため，臨床的には咬合調整

ら，透過性が増すと破壊靱性や曲げ強度などが減少して

後，しっかり鏡面研磨することが対合歯の摩耗を防ぐこ
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歯科技工最前線

特集 「ジルコニアのマテリアル選択」

誰がジルコニアの種類を決定すべきか？
亀戸デンタルオフィス

奥田

A．はじめに
日本では 2005 年に歯科用ジルコニア（以下ジルコニ

祐司

配合することにより正方晶を常温で安定化させた，多結
晶部分安定化ジルコニア（ TZP ）が使用された1）
（以後

3Y-HA ）．3Y-HA ジルコニアは補綴装置として問題のな

ア）が認可されてから早いもので，今年で 15 年が経と

い強度を有し，金属と異なり白いという審美性に優れて

うとしており，補綴修復材料としてジルコニアは第一選

いることから，金属に代わる材料として確固たる地位を

択となりつつある．しかしながらあまりにも早く，多種

築いた．しかしながら白いといっても透明感に乏しく

類の歯科用ジルコニアが研究，開発されたため，臨床現

（碁石のような白さ）
，ポーセレンを前装する必要があり

場での混乱がおこり，その結果として歯科医師からの不

咬合力のかかる臼歯部においてポーセレンのチッピング

十分な技工指示のもと歯科技工士が補綴装置を作製する
ことが多く認められるようになってきた．また知識不

などの問題が生じた．細かな組成をみると 3Y-HA 中に

は少量のアルミナが含有されており，アルミナによりジ

足，ジルコニアへの過度の期待による治療が患者さんと

ルコニアの低温劣化を防いでいるが反面透明感が減少す

のトラブルとなっているケースも見受けられるように

る．

なってきている．
そこで今回はジルコニアの基本的な知識の確認と実際
の臨床応用についてまとめていきたいと思う．

B．ジルコニアの基礎と進歩の歴史

2．3Y ジルコニア
そこで透明感を向上させるためにアルミナを減少させ
たジルコニアが登場した（以後 3Y ）
．これにより若干
の透光性の改善がされ臼歯部において前装陶材を用いな

1．3Y-HA ジルコニア

い，強度とある程度の審美性を備えた，フルジルコニア

ジルコニアは元素番号 40 番のジルコニウム（元素記

クラウン（モノリシックジルコニア）という補綴装置の

号 は Zr ） と 8 番 の 酸 素 が 共 有 結 合 し た（ ZrO2） セ ラ

選択肢が増えた．この時期，3Y-HA に比べ透光性が高

ミックスである．金属のジルコニウム（ Zr ）
（図 1）と

いため 3Y ジルコニアを高透光性ジルコニア，ハイトラ

は別状態である．

ンスジルコニアという言葉を各社用いたことにより，そ

臨床応用された当初は 3mol のイットリウム（ Y ）を

の後のジルコニア分類における名称の混乱を生んでいる
と思われる．
3．5Y ジルコニア
2017 年にさらなる透光性の改良のため 5mol のイット
リウムを含有し正方晶に一部立方晶が混在する，透光性

は非常に高いが強度は従来のジルコニア
（3Y-HA，3Y ）
より劣る部分安定化ジルコニア（5Y-PSZ ）製品が発表

されたことにより，前歯から臼歯まで口腔内すべての部
位をフルジルコニアで補綴治療が可能となったが，この
ことによってジルコニアの種類が増え同じジルコニアで
あっても強度が異なるということが起こった．そのため

図 1 金属ジルコニウム
金属色で光沢があり合金のジルカロイは原子炉の
燃料棒の被覆材として用いられる．

に必要な強度を得るための支台歯形成における厚みが異
なることとなる．3Y 型で高透光性（ハイトランスなど）
という名称を用いてしまったため，5Y 型に超高透光

誰がジルコニアの種類を決定すべきか？

図2

Sagemax Bioceramics 社の形成指標
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図 3 ジルコニアを用いた補綴装置作製方法チャート
歯科医師，歯科技工士はどのような方法で作製するの
か，どこまで行うのかの決定をしなくてはいけない．

（スーパーハイトランス）などの名称を付けざる得なく
なった．
3 ユニットブリッジで 0.6mm，4Y クラウン 0.8mm，3
4．4Y ジルコニア

ユニットブリッジで 1.0mm となっている．しかしなが

さらにここ 1 年で 5Y 型よりは透光性はもう少し下

ら同じ Y 型でもメーカーにより多少の違いがあるため

がってよいので強度が必要というニーズから，4mol の

歯科医師側はまず使用するジルコニアの種類を決定し歯

イットリウムで正方晶と立方晶を安定化させた 4Y-PSZ

型ジルコニアが発売，臨床応用されるようになった．臨

科技工所に使用メーカーの確認を行い，必要な形成厚み
を確認しておく必要がある．

床現場では，「ついていけない，結局どれがよいの？あ

3Y から 5Y までの混合組成積層タイプも販売されて

のジルコニアは何型？」などという声が多く聞かれるよ

いるが使用においては強度の判定が難しく，筆者は 5Y

うになった．

と同じ分類と認識して使用している．

4Y 型ジルコニアは名称もつけにくく，ハイトランス
プラス（ HT ＋）などと表記されている商品が多くみら

7．着色

れるようになった．さらに 3Y から 5Y までを積層する

前装陶材を用いるか，モノリシックで治療するかの判

ジルコニアも発売され混迷を極めている．

断をするためには，モノリシックジルコニアの製作方法
を知っておく必要がある．モノリシックジルコニアの色

5．ジルコニアの分類と選択

付け（キャラクタリスティック）法にはいくつかの方法

2020 年現在，歯科用ジルコニアは主に 10 種類に分類

がある3）
（図 3）
．

されている2）．イットリウムの含有量により強度，透光

大きく分けると最終焼結前に色を付けるか，焼結後に

性が異なるため，歯科医師はまずどの種類のジルコニア

色を付けるかとなる．前者はジルコニア自体に着色液を

を用い，前装陶材が必要なのか，モノリシックだけで治

浸透させ焼結することによりジルコニア自体がカラージ

療が行えるのかの判断と決定を行わなくてはいけない．

ルコニアとなる（以下 BS ）
．しかしながら，着色液は

種類の決定後，そのジルコニアに対して必要な厚みを

メーカーごとで液成分が異なり焼成温度も異なる．ジル

もってプレパレーションを行わなくてはいけない．歯科

コニアの密度の問題，最終焼結温度の違いなどの理由で

用セラミックスは ISO や JIS で曲げ強さによりクラス分

各製品専用の着色材以外使うことが難しく，専用液以外

けされ用途が決められている．曲げ強度の一番低い 5Y

で着色を行うと色がつかなかったり，ジルコニア自体の

型ジルコニアにおいても規定の厚みを守ればクラス 5 は

劣化を招いたりすることもあるので注意が必要である

満たしているため，臼歯部における 3 ユニットブリッジ
までは使用できることとなる．

（図 4）
．
後者はジルコニアを最終焼結後，薄いガラスセラミッ
クスで色を塗布していく方法である（以下 AS ）
（図 5）
．

6．支台歯形成の厚み

色を重ね審美的に作製することは可能であるが，咬合調

図 2 は Sagemax Bioceramics 社における支台歯形成

整などで削ると表面のガラスセラミックが失われ地のジ

の厚みとなるが 3Y，3Y-HA においてクラウン 0.4mm，

ルコニアがむき出しになり，色が合わなくなるなどの注
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図 5 最終焼結後ステインを焼きつけ色付けする方法
右下が焼き付け後．

図4

最終焼結前のジルコニアに色を付け最終焼結する
ことでカラージルコニアとする方法

インレー
アンレー

単冠

前歯 3 ユニッ 臼歯 3 ユニッ
トブリッジ
トブリッジ

4 ユニット
以上

5Y

意が必要である．当院では両方（ BS ＋ AS ）行うこと
により前歯部においてもほとんどの症例で陶材を盛らず
モノリシックで補綴することが可能となっており，陶材
のチッピングというトラブルを回避することができ，患
者満足度の高い治療を提供できている．

C．当院におけるジルコニア臨床
口腔内スキャナーの導入に伴い，近年当院での自費ク
ラウン補綴はほぼ 100％ジルコニアとなっている．ジル
コニア補綴装置の作製は CAD/CAM 装置の進歩が大き

4Y

◎＝第一選択
◎＝第二選択
△＝以前は
行っていたが
現在はあまり
行わない
□＝今後使用
予定

3Y

3Y-HA＋
前装陶材
3Y-5Y
積層型

図 6 2020 現在当院におけるジルコニアの選択
単冠最後方歯に関しては 4Y が主となりつつある．今後積
層型の使用はインプラント上部において頻度が上がりそう
である．

くかかわっている．ジルコニアは最終焼結するにあたり
20％ほど収縮をする．ジルコニアの製造ロットごとに
ディスクやブロックの管理がされ，ロットごとの収縮の

材質への変更を行わなくてはいけない．

データを踏まえて大きく削り出され最終焼結が行われ

ジルコニア補綴装置の作製は，

る．日々進歩する CAD/CAM 器械により補綴装置にお

①オリジナルシェードガイドでのシェードテイクを行

いて問題ないレベルの精度で歯科用ジルコニア補綴装置

い，患者さん納得の上でジルコニアの種類の決定を

は作製可能となっている．
4Y 型は，強度的にほぼどの部位でも使用でき，ある程
度の審美性も備わっているため幅広い部位に適応でき
る．現在非常に人気となっているが，当院においてはあ

行う（図 7）
②プロビジョナルクラウンでの支台歯形成量確認（図
8）
③口腔内スキャナーでの印象から CAD →ミリング→

まり使用していない．当院においては図 6 のようにジル

最終焼結4）
（図 9）

コニアの選択を行っておりシングルクラウンにおいて最

④調整と装着（図 10）

後方歯以外は 5Y 型フルジルコニアを第一選択としている．
極度に高い審美意識の患者さんや色の複雑な患者さん

という流れとなる．
図 11 は左上 2 番の歯根破折により抜歯．ブリッジを

は上顎 1，2 番において前装陶材を用いるジルコニア修

希望されたが，反対側の補綴治療のやり直しは希望され

復を行うこともあるが，当院の歯科技工士も経験値が上

なかった．5Y ジルコニアでの補綴処置で患者さんは非

がってきていることもあり，近年ほぼモノリシックで治

常に満足された

療を行っている．もちろん臼歯部において厚みが確保で

図 12 は臼歯部でのブリッジを希望され，3Y ジルコニ

きない時やパラファンクションが認められる場合は患者

ア（ AS にて着色）にて修復．患者は 5 年間問題なく食

さんへの術前のカウンセリングが重要となり，その他の

事もできており非常に満足しているが，筆者としては透

誰がジルコニアの種類を決定すべきか？

図7

使用するジルコニアでシェードを確認する．
特に切端の透明度（エナメルの量）の確認を
行い，エナメル質の多い透明な場合は陶材の
築盛も考える．歯科技工所にお願いして使用
できるジルコニアの破片を複数もらい実際に
口腔内で照らし合わせたほうがよい．

図9

図 10

図8

最終的な形成の厚みはプロビジョナルの厚み
を計測し確認する．また口腔内スキャナーで
のスキャン画面での確認も重要である．

当院では IOS の Medit i500 でスキャンを行い Medit Link 経由にて院内の
Ceramill に送りデザイン後，ミリングを行う5，6）．

左上 1，2 ジルコニアフルクラウン（5YPSZ，
BS および AS にて着色）

図 11

左上 2 番の歯根破折にて左上① 2 ③ブリッジ
を希望された．反対側のレジン冠の交換は希
望されなかったため極端に反対側と違和感の
ない程度に透明感を与えた．プリシェード
（2A）マルチレイヤー 5Y ジルコニアと AS に
て補綴．
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図 12 臼歯部のジルコニアブリッジ．3Y ジルコニ
アを用い現在 5 年が経過している．今後は同
様なケースでは 4Y ジルコニアを用いる予定．

図 14 先天性欠損部にメタルの接着ブリッジが
装着されていたが，脱離を繰り返し，変
形してしまったため新たな接着ブリッジ
を作製することとなった．変形のない白
い接着ブリッジを希望されたため 4Y ジ
ルコニアにて作製．

第 41 巻第 2 号 2020

図 13 他院で装着した二ケイ酸リチウムセラミック
スインレーが破折．再度セラミックスでの治
療を希望されたため，5Y ジルコニアでのイ
ンレー修復とした．

図 15

明感に乏しく審美性に欠けるため今後は臼歯のブリッジ
においては 4Y 型に移行していくつもりである．
ジルコニアインレーは論文での紹介が少なく，イボク
ラー社などはジルコニアのインレーへの使用を禁止とし
ているため実験的なケース紹介となってしまう．図 13
のように臨床では用いているが，5Y 型を用いても審美
性はあまりよくないので第一選択としていない．今後の
経過を追っていく症例として紹介しておく．

IOS とスキャンボディーを用いることで従来のインプラント印象を
単純化することが可能であり，治療時間の短縮につながる．模型は
3D プリンターにて作製．右下 6 番チタンベース上に 3Y-5Y ジルコ
ニアにて補綴．チタンとの接合部に 3Y 部分が来るようにデザイン
している4）．

図 15 は 3Y-5Y の積層型ジルコニアを用いた症例．咬

合面は透明感を有しつつ破折しやすいチタンとの接合部

には強度のある 3Y のジルコニアを用いることができる
ことが特徴となる．

D．最後に
ジルコニアでの治療が 10 年を超えるようになり臨床
経験も増してきているが 7，8），まだまだ新しい製品も開

図 14 は実験的なケースであるが，患者が強く希望し

発されており発展途上である．歯科医師および歯科技工

たため行ったジルコニア接着ブリッジである．接着力の

士はしっかりと新製品の知識を元に，どのジルコニアを

問題や接着部のデザインは今後考慮が必要なケースであ

用いて補綴装置を作製するのかを決定しなくてはならな

る．現在 3 カ月毎の検診を行っているが問題は起きてい

い．歯科医師，歯科技工士がお互いの立場を尊重しなが

ない．

ら協議し，最善の材料と方法を共に考え，補綴装置を作

誰がジルコニアの種類を決定すべきか？

製していくことでよりよい補綴装置になるものと確信し
ている．今後もジルコニアが正しく使用されることで，
患者さんが長期に快適でいられるように願っている．
文

献

1）Scott HG：Phaserelationships in the zirconia - yttria
system, J Mater Sci 10（9）
：1527-1535, 1975.

2）伴

清治 編：CAD/CAM マテリアル完全ガイドブッ

ク，14-25，医歯薬出版，東京，2017．
3）遠藤優太，田中秀和，山添正稔，他：ジルコニア用ス

テイン陶材の歯ブラシ摩耗耐性，日歯理工会誌 36
（2）
：99, 2017.
4）山羽 徹，丸尾勝一郎 編：進化する口腔内スキャ
ナー完全ガイド 2020/2021，93-100，クインテッセン
ス出版，東京，2020．

167

5）Oh KC, Jeon C, Park JM, et al.：Digital workflow to

provide an immediate interim restoration after singleimplant placement by using a surgical guide and a matrix-positioning device, J Prosthet Dent 121（1）
：7-21,
2019.

6）Park JM：Comparative analysis reproducibility among
5 intraoral scanners：sectional analysis according to
restoration type and preparation outline form, J adv
Prosthodont 8（5）
：354-362, 2016.
7）岡村光信，坪田有史，伴 清治，他編：オールセラ
ミック修復成功するためのストラテジー
用，142-154，医歯薬出版，東京，2014．

8）伴

基礎と応

清治，奥田祐司，河合達志：ジルコニア用透光性

改良材の開発，日歯理工会誌 36：362，2017．

日歯技工誌 41：168〜170，2020

学 校 紹 介

新東京歯科技工士学校
Shin Tokyo Dental Technician School
〒143-0016 東京都大田区大森北 1-18-2

TEL：03-3763-2211

FAX：03-3762-5673

https://www.dt.ntdent.ac.jp

1．沿

※卒業後教育機関

革

新東京歯科技工専攻科（昭和大学歯科病院内）
A.I.T.I. 研修科（ロサンゼルス／姉妹校提携）

1980年

財団法人歯研会設立 新東京歯科技工士学院
厚生大臣より歯科技工士養成所の指定
新東京歯科技工士学院開校（定員 90 名

総定

員 180 名）
1981年

2．教育に関する考え方
本校は，一人ひとりの学生がプロのスペシャリストと

東京都知事認可

なるには，「専門教育」だけでなく「キャリア教育」も

新東京歯科技工士学校に校名変更

必要であると考えております（図 2）
．

2010年

夜間部開講（定員 35 名 総定員 105 名）

2013年

東京滋慶学園設立

と位置づけ，これら二つの教育で学園のミッションであ

2014年

新校舎に移転（図 1）

る「職業人教育を通じて社会に貢献する」が実現できる

2014年

歯科技工士科Ⅰ部 職業実践専門課程に認定

と考えております．そのために，業界や社会状況を常に

2019年

歯科技術予備教育科開講

把握し，最適な教育内容と仕組みを作り続けています．

この専門教育とキャリア教育を併せて「職業人教育」

3．歯科業界と直結した「専門教育」
学生たちが目指す職場へ就職するためには「国家資格
の取得」と，現場で通用する「現場力の体得」が重要で
す． 特 に 現 場 力 を 体 得 す る た め に は， 業 界 の 変化 を
キャッチし，それに対応したカリキュラム作りが必須と
なります．新東京歯科技工士学校では，近年業界でも注
目されている，最先端のデジタル技工技術をはじめ，審
美歯科・スポーツ歯科に特化したゼミ教育を行っており
図1

校舎外観

図2

教育

ます（図 3）
．

図3

専門教育

新東京歯科技工士学校

図4

図5

業界とのコラボレーション授業

図6

図7

特別授業

4．社会人として基礎力を身に付ける「キャリア教育」

169

クラス担任

最新機器

歯科技工士科と歯科衛生士科の学生が互いに学び合う
ことによって知識が深まることはもちろん，歯科技工士
と歯科衛生士，そして歯科医師がチームの中で果たすべ

プロの職業人に必要な「身構え・気構え・心構え」を

き役割を「感じ・考え・学ぶ」環境があります．チーム

在学中に身につけられるように，さまざまな場面におい

歯科医療の一員として総合的な判断能力を養うとともに

てマネジメント能力を育てる取り組みを行っています．

互いの専門性を理解し，患者さんへチームとして関わっ

日々の指導を通して「あいさつや時間・意識の自己管理

ていく行動力を身に付けることができます．

能力」を育成し， 新東京ならではの「特別授業」
（後述）

2）教育の特徴 2 ─最新機器─

「業界・行政・地域とのコラボレーション授業」を通し

新東京は，最先端の設備が揃う環境で，最新の医療現

現場力教育と同時に社会貢献を実現しています（図 4）
．

場に対応できる人材を養成しています（図 7）
．第一線

5．クラス担任制を導入し，
学生一人ひとりに対応

で活躍するプロフェッショナルや企業の方にもご協力い
ただき，最新の医療技術を駆使して学ぶ機会を通して今
の医療現場ですぐに役立つスキルを磨いています．

本校ではクラス担任制をとっており，すべてのクラス

3）教育の特徴 3 ─スマホキャンパス─

担任は歯科技工士の現場経験があります（図 5）
．一人

新東京では学校以外でも仕事やアルバイト・就職活動

ひとりの学習状況・学校生活・就職活動などに向き合い

等で忙しい学生を，いつでもどこでもしっかりサポート

支援します．

できるように，新東京スマホキャンパス® を開発しまし

6．教育の特徴

た（図 8）．スマホを使って，オンライン上で授業の資
料をチェックできるのでたくさんの資料を持ち歩く必要
がなく，移動時間での国家試験のトレーニングや，求人

1）教育の特徴 1 ─特別授業─

検索のチェックも可能．また，学校にいるのと変わらな

新東京では，ひとりの患者さんにチームで連携・協力

い，先生とのコミュニケーション，勉強の場を作ること

し治療に関わる歯科医療のスタイル「チーム歯科医療」
の考え方を大切にしています（図 6）．

ができます．
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図8

スマホキャンパス

図 10

国家試験合格発表

図9

図 11
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国際教育

キャリアセンター

4）教育の特徴 4 ─国際教育・国際交流─

で本校の卒業生が占める割合が高いということになりま

本校は，医療産業および教育のグローバル化に対応す

す（図 10）．

べく留学生の受入れやサポートに力を注いでいます．日

在学中はもちろん，卒業後も安心の「生涯就職支援」

本から海外へ学びに行く機会や，海外から日本に学びに

を行っています．本校では毎年多くの求人をいただいて

来る機会など，さまざまな国際教育・国際交流がありま

おり，就職希望者の就職率は 100％です．給与や働き方

す（図 9）．

など，一人ひとりに合わせて求人を紹介しています．地

2019 年には，ベトナム国立ホーチミン医科薬科大学
と日本・ベトナムの人材育成を柱とした教育協定を締結
しました．また，この協定に日本・ベトナムの 8 つの企
業，歯科医療機関が賛同し，人材育成に関わる支援・協

元で就職する U ターン就職の紹介も可能です．卒業後も
歯科業界内での転職や再就職支援を行っています
（図 11）
．

8．まとめ

力をしていただいています．

7．国家試験と卒後支援

本校では，産学連携による教育のイノベーションを推
進し，業界の動向に対応したカリキュラムを常に取り入
れ実施してまいりました．今後も，歯科医療業界に貢献

本校は国家試験合格者数において全国トップレベルの
実績を残しています．それだけ歯科技工士の就業者の中

できる人材の育成に努めていきたいと考えております．
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学 校 紹 介

広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻
Course for Oral Engineering, Program of Oral Health Sciences, School of Dentistry, Hiroshima University
〒734-8553 広島県広島市南区霞 1-2-3

TEL：082-257-5797

FAX：082-257-5797

https://www.hiroshima-u.ac.jp/dent/program/OralHealthScience/Oral_Engineering

1．沿

革

昭和 40 年，全国 3 番目の国立大学歯学部として広島
大学に歯学部が設置されました．その後，昭和 47 年に
附属歯科技工士学校が，昭和 51 年に附属歯科衛生士学
校がそれぞれ併設されました．これらの専門学校を基盤
として，平成 17 年 4 月，4 年制の口腔保健学科が設置
され，口腔保健衛生学専攻は，前年度設置された東京医
科歯科大学，新潟大学についで全国で 3 番目の設置とな
り，口腔保健工学専攻は，歯科技工士教育施設として全

図1

建物の外観（左：研究棟，右：病院外来棟）

国で初めての設置となりました．
平成 21 年 4 月には，大学院口腔健康科学専攻（修士
課程）を設置しましたが，この時に学年進行の終了した

者・研究者を養成する．また，他の医療専門職とのチー

口腔保健学科を大学院の専攻名称と合わせた形で口腔健

ム医療に参加できる十分な基礎的，臨床的な医学・歯学

康科学科に名称変更を行いました．また，大学院の設置

知識および技術を習得した思考能力，問題解決能力なら

および学科名の変更に伴い，専攻名を口腔保健工学専攻

びに指導能力を兼ね備えた人材を養成する」を専攻の教

から口腔工学専攻にし，人材育成像として従来の歯科技

育理念とし，優れたオーラルエンジニアを育成するため

工士からオーラルエンジニアの育成を行うという教育上

教育にあたっています．

の特色を明確化しました．同年 4 月には，学部教育とし
て文部科学省 GP にバイオデンタル教育プログラムが採

3．教員構成

択され，次世代型歯科医療を打ち出すとともに，歯科医
師・歯科衛生士・歯科技工士融合型教育，
Interprofessional

専任教員 7 名の他，非常勤 24 名（客員教授 11 名，客

Education をスタートさせました．平成 23 年 4 月，大

員准教授 1 名，客員講師 12 名）で構成されています．

学院口腔健康科学専攻（博士課程後期）を設置し，口腔

その他，歯学科や口腔保健学専攻との合同授業や臨床的

工学という学術分野の構築のために教育者・研究者の養

実習では，多くの歯学部教員に指導いただいています．

成を目指す体制ができあがりました．
本専攻は広島市内中心部の霞キャンパスにあり，敷地

4．学生数

内には医療系の学部や病院が集まっています（図 1）．
このような恵まれた環境の中，学生たちは必要な能力を
身につけるため，日々学んでいます．

2．教育方針

1 学年の定員は 20 名で 4 年制の専攻です．女子学生
が多く，全員が女性という学年もあります．

5．教育カリキュラム

「生 体 工 学， 生 体 材 料 学， 情 報 処 理 学 等 に 関 す る

新しいオーラルエンジニアには工学的知識や技能の他

Evidence に基づいた最新の教育を実施して，その知識

に，生物学的知識や技能，高度専門医療やチーム医療な

と技術を歯科領域の高度先進医療に活用するとともに，

どに関する能力が必要になると考えました．そして，こ

医科領域にも活用できる顎口腔医療技術者，顎顔面補綴

れらのことを踏まえ教育カリキュラムを検討しました．

専門技術者（メディカルアーティスト）ならびに教育

図 2 にカリキュラムの概要を示します．教養科目は主に
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口腔工学専攻の教育カリキュラムの概要

東千田キャンパスや東広島キャンパスで開講され，本専
攻の学生は他学部の学生と一緒に授業を受けます．ま
た，専門科目は霞キャンパスで開講され，本専攻の学生

図 3 特色ある授業
a. アナプラストロジー実習，b. バイオデンタル教育，c. 手
術支援模型（大動脈瘤），d. 組織培養実習

は歯学部歯学科や口腔保健学専攻の学生とともに，高度
専門的で最先端の授業を受けます．
本専攻のカリキュラムは，以下の点において特徴的と
いえます．

2）CAD システム工学，ME 機器学，医療システム工学
1 年後期に開講する「 CAD システム工学」
，2 年後期
の「 ME 機器学」，3 年前期の「医療システム工学」な

①教養科目の充実，情報処理系科目の充実

どの授業を通して，生体医工学の基礎理論，3 次元形状

②隣接医学・歯科医療倫理学の教育，工学部との連携

計測や CAD/CAM の原理，歯科用 CAD/CAM も含めた

教育

最新の ME 機器について教育しています．さらに，学

③社会歯科学系科目の大幅な追加・充実

生が 3 年生までに学んだ理論と技術は，4 年生の「臨床

④専門科目の体系化と充実（材料学系科目，CAD シ

的実習」において手術支援模型製作などの形で生かされ

ステム工学，ME 機器学，メディカルデザイン工
学，オーラルプロセス工学，臨床的実習の新設・充
実）
，卒業研究の充実
4 年制大学教育を行うことは，すなわち学士という学

ています．
3）アナプラストロジー実習
3 年前期には「アナプラストロジー実習」の授業があ
り，眼窩エピテーゼと指部プロテーゼを製作していま

位を授与するにふさわしい人間を育てることともいえま

す．使用する材料がレジンとシリコーンで異なるもの

す．したがって，専門領域での技能のみならず，人間

の，エピテーゼの製作過程は義歯のそれと近似している

性，社会性，倫理性を備えたオーラルエンジニアを養成

ため，この分野は歯科技工士の活躍の場の一つであると

する必要があります．そのためには，最新機器や材料の

考えます．

革新に伴う先端技術教育も含めた専門教育の強化ととも
に教養教育の充実が望まれます．本専攻における特色あ
る授業科目を一部紹介します（図 3）．

4）バイオデンタル教育
平成 23 年に歯学部全員参加の「バイオデンタル教育」
が開始されました．図 4 にその概念を示します．このプ

1）教養ゼミ

ログラムのポイントは，①生物学的エビデンスの基礎に

1 年前期に開講する教養科目「教養ゼミ」では，歯学

立脚した歯科医療人を育てる．②学部時代から歯科医

部 1 年生 93 名（歯学科 53 名，口腔健康科学科 40 名）

師，歯科衛生士，歯科技工士が一体となってともに学び

を 2 学科混成の 13 グループに分け，課題を通して PBL

あう雰囲気を作る．③国際化に対応できる人材を作る．

チュートリアル教育を実施しています．学生は，この授

の 3 点であり，将来のチーム医療に対応した人材作りに

業を受けることにより，問題解決能力や自己主導型学習

貢献していると考えます．

能力を身につけるとともに，他学科の学生とのコミュニ

5）組織培養実習と遺伝子組換え講習会

ケーション能力も培われます．さらに，グループ討論や

バイオデンタル教育とは別に，iPS 細胞の発見をきっ

成果発表会で発言・発表することで，プレゼンテーショ

かけとして，卒業研究などで iPS の樹立もできるように

ン能力も鍛えられます．

と 2 年生に対して遺伝子講習会を行っています．また，

広島大学歯学部口腔健康科学科口腔工学専攻

図5

図4

バイオデンタル教育の概念
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オリエンテーションキャンプ

れ，博士の学位を取得するところまで来ています．学部
生の交流も盛んで，国際交流学生が来学する際には一緒
に実習を行いながら交流を深めています．また，カンボ

3 年生では日本組織培養学会の細胞培養基盤技術コース

ジアに医療支援で歯学部学生が派遣された際には，本専

Ⅰを開催しています．3 年生で行う組織培養実習をきっ

攻の学生も参加し，海外の歯科医療の現状を学ぶことが

かけとして，その後の卒業研究や修士課程での研究に生

できました．さらに，交流協定を結んでいる韓国の大学

かし，細胞培養士の試験を受ける学生が出てくればと

に 8 名の学生を派遣した際には，現地の学生とともに

思っています．日本組織培養学会の細胞培養士の資格認

ポーセレン実習や企業見学を行いました．われわれは現

定を受けたものは，全国で十数名ですが，そのうちの 4

状に甘んじることなく，学生同士の国際交流の機会を増

名が口腔工学出身者です．

やせるよう，今後も環境の整備を進めていくつもりです．

6）卒業研究
3 年後期になると「卒業研究」が本格的に始まりま

8．卒業後の進路

す．学生は，臨床的実習以降の時間を使い研究を進めて
いきます．また，その成果を関連学会で発表するととも

4 年制に移行した後の卒業生の進路について，はじめ

に，4 年生の 9 月に開かれる卒業研究発表会で発表し，

の 数 年（1 期 生 か ら 3 期 生 ま で ） は 大 学 院 進 学 率 が

さらに 11 月までに卒業論文としてまとめています．研

50 ％を超えていましたが，最近は企業就職する者の割

究期間が 1 年間では短いと思われるかもしれませんが，

合が増加しており，公務員になる者も出てきています．

2 年生からのクラブ活動を通じて研究の基礎を学んでお

われわれは，歯科技工士のみならず，教育職，研究職，

り，この段階から予備実験などを始めています．学生は
「卒業研究」を通して，問題解決能力，探求心，考察能
力，プレゼンテーション能力，ライティング技術などを
修得します．

6．学校行事

営業職，医療技術職など，幅広い将来選択の機会と環境
を学生に提供しています．

9．まとめ
これまでの歯科技工は，歯科用材料や技工機器の発
達，高度な技工手技などをもって口腔機能の回復に寄与

入学して間もなく 4 月中旬に 1 泊 2 日のオリエンテー

してきました．現在，デジタル化した生体情報を解析し

ションキャンプがあり，医療系学部の新入生や教職員が

て高精度の装置を製作する時代が訪れています．また，

親睦を深めます．学科別のオリエンテーションでは，大

人工物と生体の関係や歯科治療を生物学的観点から捉え

学生活や授業についてのレクチャーや実習の体験などが

た研究が進んでいます．そして，これからの歯科技工

行われます（図 5）
．また，11 月には霞キャンパスの学

は，再生医療にも関わることになるかもしれません．こ

部による大学祭（霞祭）があり，模型等の出展や傷メイ

れらのことを踏まえると，今後，歯科技工士の活躍する

クの体験等さまざまな企画を催しています．

7．国際交流

場はますます広がり，さまざまなアプローチを通して患
者の口腔機能の回復に貢献していくものと考えられま
す．われわれは各界に輩出した卒業生の頑張りに期待し
ながら，これからもさまざまな分野で活躍できる人材の

社会のグローバル化が進む現代，国際交流は教育にお
いても必要と考えます．すでに台湾から留学生を受け入

育成に努めていきたいと考えています．
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株式会社ジーシー
1．会社概要

等，さまざまな臨床用途に使用いただけるアルジネート

社

名：株式会社ジーシー

印象材（アローマファイン プラス 他），寒天印象材，

創

立：1921 年 2 月 11 日

シリコーン印象材（ラボコーン パテ 他）を多数販売し

事業内容：歯科材料および関連機械・器具の製造販売

所 在 地：本社〒113-0033 東京都文京区本郷 3-2-14
TEL：03-3815-1815（代）

URL：http://www.gcdental.co.jp

ております．
4）石膏・埋没材製品
模 型 製 作 用 製 品 で は 硬 石 膏（ニ ュ ー プ ラ ストー ン
Ⅱ 他）や超硬石膏（ニューフジロック 他）を，耐火埋
没材製品ではクリストバライト系埋没材（クリストク

2．主要製品

イックⅢ 他）やリン酸塩系埋没材（セラベストクイッ

弊社は歯や口の健康を通じて世界中の人々の QOL
（生活の質）の向上をはたし，「健康長寿社会」の実現に
貢献する世界一の歯科企業を目指しています．その実現

ク 20 他）等，多数の製品を品揃えしております．
5）歯冠修復関連製品
CAD/CAM 冠， 各 種 ジ ャ ケ ッ ト 冠・ 前 装 冠， ラ ミ

に向け，診療系，技工系を問わず，お客様に安心，安全

ネートベニアをはじめ，インレー，クラウン，ブリッ

に使用いただける歯科材料および関連機械・器具の研究

ジ，コア，暫間被覆冠等の製作に用いる製品（イニシャ

開発および販売を行っております．

ル LiSi プレス（図 2），エクスペリア 他）や，義歯製作

1）合着・接着用製品

に使用いただける硬質レジン歯（サーパス シリーズ）
，

インレー，クラウン，ブリッジをはじめ矯正用ブラ
ケット等，主に補綴物の装着時に使用いただける製品
（ジーセム ONE EM（図 1）他）を販売しております．

レジン歯，陶歯等，多数の製品を販売しております．
6）義歯床用製品
義歯床や裏装材の製作および補修時に使用いただける
製品（アクロン，リラインⅡ，ユニファストⅢ 他）を

2）充塡用製品
グラスアイオノマー系とレジン系の製品を販売してお
ります．前者では従来型グラスアイオノマー系セメント
製品（フジⅨ GP エクストラ 他）とレジン強化型グラ

販売しております．
7）インプラント関連製品
高 い 封 鎖 性 で 周 囲 の 骨 吸 収 を 抑 制 し Conical

ス ア イ オ ノ マ ー 系 の セ メ ン ト 製 品（フ ジ Ⅱ LC 他 ）

Connection により審美性と予知性を向上させた進化型

を，後者では主に光重合型のコンポジットレジン（グ

インプラント「インプラント Aadva 」をはじめ，ペリ

レミオ ボンド 他）を多数品揃えしております．

使用いただける骨補填材「サイトランス グラニュール」

レースフィル シリーズ 他）やボンディング材（ G- プ

オやインプラント，口腔外科等，歯科のあらゆる領域で
（図 3）他を販売しております．

3）印象用製品
有歯顎印象や無歯顎印象における概形印象や精密印象

図1

ジーセム ONE EM

図2

イニシャル LiSi プレス

株式会社ジーシー

図3

サイトランス グラニュール
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図4

Aadva ハーモニー WET

ザブル 口腔ケアブラシ 他）等を販売しております．

3．わが社の社風
社是「施無畏」の下，常にお客様の立場に立ち，お客
様からみた価値の実現を第一に考えた真の製品づくりを
実践するために，いずれの部署に所属していても個我を
離れてお互いに敬愛する なかま

集団として行動して

おり，世界の健康に貢献できるように社員一人一人がお
図5

セラスマート プライム

客様の信頼にお応えし，地域社会に貢献するべく日々活
動しております．

4．最新の事業・研究
8）CAD/CAM

少子・高齢社会を迎え，これからの歯科は「予防」と

口腔内装着物の設計時に石膏模型の計測に使用いただ

「咀嚼機能の回復」をベースとする「生きる力を支える

くデンタルスキャナ（ Aadva Scan E4 他）や，主に歯科

医療」と捉え，診療用および技工用の歯科材料，歯科用

医院で使用いただく口腔内光学印象用スキャナ（ Aadva

機械，機能包材，インプラント，CAD/CAM システム

Scan 100）
，および装着物を切削製造する際の加工機

の 5 つの研究開発領域を中心に QOL 向上や健康長寿社

（ Aadva ハーモニー WET ）
（図 4）を販売しております．
9）口腔機能検査関連製品

会に寄与すべく，研究開発に取り組んでおり，保険診療
製品として口腔機能検査関連製品や CAD/CAM 冠用材

老若男女を問わず，口腔疾患の重症化予防，口腔機能

料の機能区分に対応した「セラスマート プライム」（図

低下への対応のために，咀嚼能力や下顎運動，咬合力，

5）を発売しました．また，インプラント分野では， イ

舌圧等を客観的に検査し，数値化（可視化）できる製品

ンプラント適用

（グルコセンサー GS- Ⅱ，JMS 舌圧測定器 TPM-02 他）
を販売しております．

10）ユニット・レントゲン
Ergonomic（人 間 工 学 的 な ）Organic（有 機 的 な ）

が国内で初めて保険で認められた顆粒

状の骨補填材「サイトランス グラニュール」を上市し
て お り ま す が， 引 き 続 き， 組 織 再生 分 野 の 関連製 品
（ GBR 用メンブレン 等）なども上市に向け，研究開発
に取り組んでおります．

Multiform（多様な）をコンセプトに開発されたデンタ
ルユニット（イオム アクア 他）や歯科用 X 線撮影装置
（プロマックス 3D シリーズ）等を販売しております．
11）予防・サニタリー関連製品
歯面や歯間部・隣接面の清掃や口腔内の洗浄・消毒
等，各種の口腔ケアや義歯ケア，PMTC で使用いただ
ける製品（ルシェロ歯ブラシ，プラティカ ディスポー

5．日本歯科技工学会への取り組み
全国各地で開催される学術大会にて来会された方々に
対して器材の展示を行っておりますが，学会誌への製品
広告掲載も含め，今後も弊社製品につきましてさまざま
な情報発信を継続してまいりたいと思います．
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城北冶金工業株式会社
1．会社概要

確かな製法で，高い鋳造性・操作性を実現，多くの歯科

社

名：城北冶金工業株式会社

技工の場でご活用いただいております．

創

立：1958 年 4 月

陶材焼付用貴金属合金も多様なラインナップを取り揃
えており，セミプレシャスの「キングポーセレンアロイ

事業内容：歯科医療器具製造・販売業

所 在 地：本社・営業所・製造所 〒351-0014
朝霞市膝折町 2-11-68

埼玉県

TEL：048-461-7576

HP：https://johokuyakin.co.jp

-P3」（図 3）は各種陶材との相性がよく操作性に優れ，

明るい酸化膜を形成，その使いやすさからユーザーより

多くの好評をいただいております．
白金加金合金も，高カラット金合金から低カラット金
合金まで幅広くご用意させていただいており，20K・

2．主要製品

18K・14K をはじめ，type4 を主軸に type3 まで取り揃

創業 60 年，歯科用貴金属合金を主軸に歯科技工用製

えております．また，アレルギー対応品として Pd フ

品を製造販売しております（図 1）
．保険適用の歯科金

リーの「グレイドイエロー」
（図 4）など，それぞれの

属である 12％金銀パラジウム合金では「キングキャス

症例によりお選びいただけるように準備しております．

ト -12％」（図 2）を販売しており，創業以来培ってきた

図1

製品実例模型

図 3 陶材焼付用合金「キングポーセレンアロイ-P3」

義歯用のクラスプ線はユーザーの細かな要望に対応で

図2

図4

12％金銀パラジウム合金「キングキャスト-12％」

Pd フリー高カラット白金加金合金
「グレイドイエロー」

城北冶金工業株式会社

177

クラスプ用ステンレス鋼線「特殊 18-8 鋼線（丸線）
」

図 6 クラスプ・床用コバルト合金「アルパリウムハード（イ
ンゴット）
」

きるよう多種多様な形状を取り揃えています．硬質半円

が場所を問わず気軽に打ち合わせを行える環境がユー

線，軟質半円線は 1.2〜2.3mm まで各 6 径種を製品化し

ザーの要望にきめ細やかに応えられることを可能にして

図5

ており，クラスプ用特殊 18-8 鋼線（丸線）
（図 5）は 0.7

〜1.8mm まで，内容量別あわせて 27 種類の多様なライ
ンナップを展開し，扱いやすさに配慮しています．

います．

4．最新の事業

コバルト合金はクラスプ用の「キングコバルト線（丸

昨今の歯科技工業界のデジタル化に対応できるよう，

線）」
，
「キングコバルト線（バー）
」，クラスプ・床用の

3D プリンター用歯科金属の研究に取り組んでいく計画

「アルパリウムハード」
（図 6）を製品展開しており，ア
ルパリウムハードは弾性・粘靭性を担保しながら液相点
を 1,365℃に設定し，湯流れや鋳造性のよい製品として

です．日本では未だ浸透しきってはいませんが，SLM

（レーザー溶融法）に用いることができる Co-Cr 合金粉

末の開発を視野に入れています．また，同じくデジタル

開発しました．ショット・インゴットの 2 種からお選び

化の影響で，すでに日本でも各メーカーから製品化され

いただけ，多くのユーザーにご愛顧いただいております．

ている CAD/CAM 用 Ti ディスクの開発も目標にしてい

3．わが社の社風
設計・製造・販売のすべてを自社工場一貫の生産体制

ます．

5．歯科技工学会への取り組み，展望など

で行っており，円滑な業務を執り行えるよう各部門の風

デジタル化のなか，金属ならではの特性を感じていた

通しのよさを重視しています．各社員が年齢や経験に捉

だけるような紹介をし，日本歯科技工学会の活動に協力

われず，自由に意見を言えたりコミュニケーションが取

していきます．先生方のご意見を聞きながら，製品の開

れる職場形成を念頭に業務に臨んでいます．また，工業

発，販売に役立て歯科業界に貢献していきたいと考えて

製品の多種多様な金属の取り扱いやその知識を，各社員

います．
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賛助会員紹介

内外歯材株式会社
1．会社概要

さまざまな鋳造に関する材料を販売しております．IQ

社

名：内外歯材株式会社

ワックスはコーンテクニックを学ぶのに適し，世界中の

創

立：1932 年 10 月

歯科技工学校で採用されました．

事業内容：歯科用医療器械，材料，金属および薬品の卸
売，ならびに輸入

所 在 地：本社〒 543-0062

大阪市天王寺逢阪 2-3-10

名古屋営業所〒 464-0075
内山 1-2-6

名古屋市千種区

TEL：06-6771-5553
（本社） 052-741-7011
（名古屋営業所）
URL：http://www.naigaisizai.co.jp

3）ベヒト社製品
スタートはドイツのガラスメーカーでしたが，現在で
はレーズブラシ，研磨材，消毒剤等を幅広く取り扱って
おります．なかでもスペシャルブラシ，ウールホイール
は多くの歯科技工所様でご愛用いただいております．
4）バニーニ社製品（図 5）
イタリアのシリコンメーカーの製品です．シリコンガ

2．主要製品
1）正宗シリーズ（図 1）
M シ リ ー ズ シ リ コ ン ポ イ ン ト， カ ラ ー バ フ， ル ー
ジュクリーナー等さまざまなラインナップがございま
す．内外歯材は知らなくても正宗なら知っているという
歯科技工士様もたくさんおられます．研磨材のミラーポ
リッシュ・メタルは，すべての歯科用金属を中間研磨か
ら仕上げ研磨までできるオールマイティな研磨材です．

図2

YETI 社製品

図3

YETI 社製品

図4

YETI 社製品

ミラーポリッシュ・Zr はメタルをベースに粗さの異な
る 2 種類のダイヤモンドを含有し研磨効率を高めまし
た．ジルコニアにはもちろん，ポーセレン，プレスセラ
ミック，ハイブリットレジンの研磨に適しています．
2）イエティ社製品（図 2 〜 4）
Dieter Schulz 氏監修のもと作られたワックスは，世
界中の歯科技工士様に愛用されています．日本では弊社
が 1992 年に総代理店となりトーワックスの販売を始め
ました．現在では金属床用のシートワックスをはじめ，

図1

正宗シリーズ

内外歯材株式会社
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図 5 バニーニ社製品

図6

図7

スチームクリーナー

FORM3B

ム模型材の VDG −マスクは高い操作性をもち，劣化し
にくく長期にわたる保存も可能です．
5）スチームクリーナー（図 6）
スチームアイロン，スチームオーブンを販売する直本
工業㈱が歯科技工用に製造したスチームクリーナーはボ

図8

スラッシュ 2

イラー方式を採用し，スケールによる故障リスクを軽減
しました．力強いウェットスチーム機能を搭載した「ユ
ニコーン」
，さらにスチームの水分量の切り替えが可能

4．最新の事業

で洗浄用のお湯も出る「三銃士Ⅱ」はスチームクリー

歯科業界で進むデジタル化に対応するため，弊社では

ナーを多用される歯科技工所様では好評をいただいてお

3D プリンターの販売を始めました．FORM3B（ LFS 方

ります．

3．わが社の社風
弊社は歯科材料の卸業をメインとして海外メーカーの

式）
（図 7）
，スラッシュ 2（ LCD-SLA 方式）
（図 8）と
方式の異なる 2 機種を取り扱いしております．

5．歯科技工学会への取り組み

代理店，OEM 製品の開発等を行っております．
「歯科

賛助会員としてアイデアあふれる製品，皆様のお役に

器材の販売を通して，人々の口腔内の健康に寄与すると

たてる最新の材料を歯科流通を通してお手元に届けられ

共に健康に関する商品情報を発信し健康産業の発展に貢

るよう日々努めております．

献する」を経営理念としてユーザー様，ディーラー様，

歯科技工学会，歯科技工業界のこれからのますますの

メーカー様の信頼いただけるパートナーとして在り続け

ご発展に微力ながら貢献できるよう努力して参ります．

る企業を目指しております．

編 集 後 記

新型コロナウイルス感染症により被害を受けられた会員各
位へ心よりお見舞い申し上げます．
新型コロナウイルス感染症による未曾有の事態に対応を迫
られ，さまざまな事柄に影響を及ぼしました．当初は，この

小生が大学に入学した頃，講義は多くが板書で，時々スラ
イドの授業があったように思う．当時は黒板に書いた文字を

感染症についてわからないことが多く，とにかく家から出な

間違いなく，ノートに写しとるのが大変だった．グラフが含

いことが最良の手段だったのではないでしょうか．今後しば

まれる講義では，よく理解できるように話に集中している
と，すぐにグラフを消されてしまう心配があった．その後，

らくは，感染予防を取り入れた社会，経済活動を行っていく
ことが予想されます．3 密を避けるため，就職活動や授業な
どさまざまな場面でオンライン化が進んで行き，対面でなく
てもできることと対面でなければできないことが整理され，

スライドの授業からパワーポイントを使用した PC の授業に
変わった．パワーポイントは，講義をする側にとって資料が
製作しやすいなどの利点があり，また，学生は配った資料に

社会の構図も過渡期をむかえています．

講義内容を書けばよく，授業に集中できる利点がある．とこ

私事ですが，電子メールを送信するまで長い時間を要しま

ろが，学生の中には資料を貰ったとたん講義を理解したと勘
違いし，寝てしまう．昔に行った板書の講義，耳で聞いて，
目で見て，さらにノートに手指で字を書いて，講義を理解す

す．対面の会話では，話し方や動きからも人柄等が伝達でき
ますが，文章のみのメールですと，日本語の難しさはもちろ
んですが，ワードセンスにより与える印象が固定されてしま
うことがあるからです．送信前に何度も見直し送信ボタンを

る．このような講義がとてもためになったと思っている．
新型コロナの影響で，小生のオンライン授業は，6 月から

押すときは「えいっ」と覚悟を決めて押すこともしばしばご

始まり，初授業は学生側の反応が全くわからないまま終了と

ざいます．日本人は空気感を重んじるという言葉を耳にしま

なった．最近，少しは慣れてきたが，時々だすダジャレの反
応がイマイチわからない不満がある．

すが，対面ではない場合の空気を読む難しさを感じている今
日此の頃でございます．

本雑誌の読者の中にも教育者が多いと思うが，最近の入学
して来る学生の能力低下が問題となっている．こんな時期で

現在のところ 2020 年の編集委員会は対面で行わず，感染
予防に配慮された形で行っております．
末筆ながら，新型コロナウイルス感染症の一刻も早い終息

仕方がないが，過大に評価されていると思うオンライン授
業，どれほど効果があるのだろうか？

と，平穏な日々が一日でも早く取り戻せますようにお祈り申

（永井）

し上げます．
（今井）

編集委員

中川正史

今井秀行

永井栄一

福井淳一

日本歯科技工学会雑誌
発 行

第 41 巻

第2号

2020 年 7 月 25 日
発
編

行

者
集

末 瀬 一 彦
一般社団法人 日本歯科技工学会
〒 170-0003 東京都豊島区駒込 1-43-9
一般財団法人 口腔保健協会内
電話 03-3947-8891（代表）
FAX 03-3947-8341
製作・一般財団法人

口腔保健協会

