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● 月刊『歯科技工』好評連載が，大幅な加筆アップデートを経て
ついに書籍化！
● シンタリング前のジルコニアに着色する「プレシンターカラー
リング」に必要な知識と技術を “シェードの見方”“材料の選び
方”“彩色のやり方”“事例集”の４章立てで解説！
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「 論理立てた 天然歯色調 の 構築法」を 理解し，
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巻頭言

（一社）日本歯科技工学会の基幹業務と今後のあり方
一般社団法人 日本歯科技工学会
副会長

松村

英雄

昨年 2020 年の定時総会から学会の学術，編集，専門歯科技工士，国際渉外等の会務を担当しておりま
す．どうぞよろしくお願いいたします．今年度は任期の 2 年目になりますが，前年同様，粛々と業務を執
行してまいります．
学術大会につきましては，昨年からの感染症拡大の影響により会場（オンサイト）開催が中止となり，
全面中止，会期延期，オンライン，ハイブリッド，誌上などへの変更を余儀なくさせられた大会がほとん
どでした．当法人の第 42 回学術大会も会場開催を断念し，誌上報告＋オンライン e-ポスター＋オンライ

ンライブ講習会というハイブリッド形式の開催とさせていただきました．主幹と会員各位には大変ご迷惑
をおかけしましたが，どの形式の場合はどのような運営，費用となるか，という点を学会スタッフが把握
いたしました．今年以降は種々の開催形式に対応できるものと推察しております．
日歯技工誌につきましては，電子版変換以降，精密かつ迅速に編集作業が行われ，遅滞なく発行されて
おります．日本の学会における典型的な出版形態である和文誌，英文誌の 2 誌発行体制も 2020 年から導
入され，国際学術大会等への対応も可能となりました．
専門歯科技工士制度につきましては，当法人が歯科技工士の専門制における厚生労働省概形基準を満た
す唯一の団体であることから，基幹学会としての制度整備を行っております．道程は長いと思われます
が，引き続き制度を整えてまいります．
来年 2022 年の学術大会は国際歯科技工学術大会および東京デンタルショーとの併催大会として，東京
ビッグサイト（江東区有明）で開催される予定です．会場開催できるか否かは不透明ですが，場所柄，咬
頭，口頭，喉頭，高等，高騰，コートなどのキーワードが入っていると注目を浴びるかも知れません．学
術担当のチェック項目の一つは，誤字，脱字，誤変換です．
以上のように，歯科技工業務のみならず教育，一般会務，日常生活においても情報技術 information
technology（ IT ）の拡大が続いており，流れが途切れることはないと思われます．こうした変遷をふま
えつつ，歯科技工士の卓越した技術力を活かした業務展開などをサポートするのが学会の役割です．（一
社）日本歯科技工学会は今後も各種事業の充実に努めてまいります．
人民の人民による人民のための政治を地上から決して絶滅させないために，我々はここに固く決意す
る，と述べたのは Abraham Lincoln ですが，このたびはその名言を引用しつつ，以下を結びといたします．
歯科技工士の歯科技工士による歯科技工士のための学会を決して日本から絶滅させないために，我々は

ここに固く決意する――Crown Bridge-stone Dentures, CDTS, PhD（架空人物芸名）
.
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学会英文機関誌となった Asian Pacific Journal of Dentistry
日本大学歯学部歯科補綴学第Ⅲ講座

松村

英雄
（ case report ）
， 技 術 論 文（ technical article ）， 短 報

A．はじめに

（ short communication ）などに分類される．APJD は歯
科技工を含む歯学に関連するこれらの論文を掲載対象と

（一社）日本歯科技工学会はかねてから会員が機関誌

しており，ホームページは国立研究開発法人科学技術振

に英文で報告を行う際の方法論について検討を重ねてき

興 機 構（ JST ） が 運 営 す る デ ー タ ベ ー ス で あ る

た．学会学術大会においては，日本語と併記で英語演題
と短い英文抄録の提出を求め，国際歯科技工学術大会に

J-STAGE の内部に設置されている（表 1）．

C．投稿から出版までの流れ

おいては，英和の抄録作成をお願いした．しかしなが
ら，学会発表の内容を英文論文として出版できる雑誌は
発行されていなかった．Asian Pacific Journal of Dentistry

APJD の概要を表 1 に示す．投稿から出版までの基本

（ APJD ）は創刊以来 20 年以上にわたって歯科技工分野

的流れは他誌と同じであるが，英文雑誌の場合，著者と

を含む論文を出版しているが，2020 年に日本歯科技工

編集者との通信文も英文で書くことを求められる．これ

学会が APJD を機関誌として採用するに至った．そこで

が，投稿者にはかなりの負担となるため，学会に対する

本項では APJD の概要について解説する．

特別措置として，著者全員が日本人である場合に限り通

B．学術雑誌に掲載される論文の分類

信を日本語で行うことを可としている．特に統計処理に
ついては改訂の説明を日本語で記述する方が理解しやす
いため，解説的意味も含めてかかる運用としている．

学術雑誌に掲載される論文は和英を問わず，総説
（ review ）
， 原 著 論 文（ original article ）， 症 例 報 告

表1
雑誌名
冊子
電子版

Asian Pacific Journal of Dentistry の概要

Asian Pacific Journal of Dentistry（Asian Pac J Dent）
Print ISSN 2185-3479 年 2 回

Online ISSN 2185-3487 オープンアクセス

データベース収載
20（1）：2020 まで

Chemical Abstracts, J-STAGE, J-GLOBAL, J-DreamIII
http://www.kssfp.jp/

20（2）
：2020 以降

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/apjod/
上記 J-STAGE の URL に投稿規程，編集スタッフ等を掲載，論文は徐々に J-STAGE に移動
Asian Pacific Journal of Dentistry（ICJD 日本事務局）

発行機関
投稿原稿送付先

matsumura.hideo@nihon-u.ac.jp

投稿は電子版（ファイル）のみ受付．投稿に対する各種問合せ先も上記
事務連絡先

一般財団法人口腔保健協会（ICJD 日本事務局）
kikaku4@kokuhoken.or.jp

雑誌購読
論文掲載料

雑誌購読，冊子，別刷印刷等に関する事務取扱
購読会員制：冊子年間 2 冊（希望者のみ）年間 7,000 円
1 編あたり 33,000 円，筆頭著者が購読会員の場合 22,000 円
カラーページ印刷，別刷制作希望の場合，別途見積発行

APJD の活用例

Review, Original Article, Case Report, Technical Article, Short Communication 等の掲載
英文の学術大会抄録集

その他

掲載論文が表彰の対象となることもありうる（当該学会の規程等による）
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D．学会が英文機関誌を設定することの意義
日本の学術団体で雑誌を発行していない学会はないと

第 42 巻第 2 号 2021

E．おわりに
英文論文の内容を数行以内で簡潔に表すのが論文の表

思われるが，英文雑誌を発行している団体は多くない．

題である．英単語を並べて表題とし，その後本文を記述

理由の一つとして，英文論文は国際誌へ投稿との暗黙の

する場合，ぜひとも欧米の用語集1）等の掲載単語を使用

了解がある．当法人の会員にも権威ある国内外の雑誌に

し，日本人が創作した日本英語を使用しないことをお勧

英文論文を発表している方がおられるが，その苦労は並

めする．

大抵ではないものと推察される．したがって学会が

文

APJD を機関誌としたことにより，会員にとっては敷居
が低く，手軽に投稿できる雑誌が一つ増えたと考えてい
ただければ幸いである．

献

1）No authors listed：The Glossar y of Prosthodontic
Terms：Ninth Edition, J Prosthet Dent 117（5S ）
：e1e105, 2017.

APJD 2021 Volume 21 Issue 1

目次
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専門歯科技工士講習会

前歯部 CAD/CAM 冠の特徴と歯科技工
株式会社カスプデンタルサプライ／カナレテクニカルセンター，東海北信越支部

1）

日本大学歯学部総合歯科学分野

2）

山田

和伸1）

竹内

義真2）

置を用いて，作業模型で間接法により製作された歯冠修

A．はじめに

復物である．CAD/CAM 冠用材料は，構成成分および
物理的性質により，CAD/CAM 冠用材料（Ⅰ），（Ⅱ）
，

CAD/CAM（ computer-aided design/computer-aided

（Ⅲ），
（Ⅳ）の合計 4 種類に区分された．前歯部を対象

manufacturing ）冠は平成 26 年 4 月に小臼歯部を対象に

とした CAD/CAM 冠用材料の区分は（Ⅳ）であり，エ

保険適用となり，材料の開発に伴い対象部位が拡大され

ナメル色（切縁部色）とデンティン色（歯頸部色），お

ていった．このたび，令和 2 年 8 月 19 日に開催された

よびこれらの移行色（中間色）を含む複数の色調を積層

第 464 回中央社会保険医療協議会総会において，前歯部

した構造をもち，歯冠部の色調再現性を有することを特

CAD/CAM 冠が承認され，同年 9 月 1 日から前歯部に

徴としている1）
（表 1，2）
．現在，保険適用されている前

も CAD/CAM 冠が保険適用となった．本稿ではその特

歯部 CAD/CAM 冠用材料は 8 種類であり，そのなかで

性と歯科技工における留意点について報告する．

4 製品が販売されている（表 3）
．

B．前歯部 CAD/CAM 冠用材料

C．製作技工に要する費用

保険歯科診療における CAD/CAM 冠は，CAD/CAM 冠

昭和 63 年 5 月 30 日付厚生省告示第 165 号より歯科技

用材料との互換性が制限されない歯科用 CAD/CAM 装

工物の保険点数における歯科技工士の技術料（製作技術

表1

前歯部 CAD/CAM 冠の保険適用の概要

保険適用日

2020 年 9 月 1 日

歯科診療報酬コードおよび技術料

D010（準用）歯冠補綴時色調採得検査（1 枚につき）
M003-2（準用）テンポラリークラウン（1 歯につき）
M015-2（準用）CAD/CAM 冠（1 歯につき）

材料名称

CAD/CAM 冠用材料（Ⅳ）

適用部位

上下前歯部

使用歯科材料料

576 点

留意事項

・色調を決定することを目的として，色調見本とともに当該歯冠
補綴を行う部位の口腔内写真を撮影した場合は，歯冠補綴時色
調採得検査に準じて算定する
・テンポラリークラウンを用いた場合は，1 歯につき 1 回に限り
算定する
・CAD/CAM 冠用材料（Ⅳ）は前歯に使用した場合に限り算定
できる
・製品に付属している使用した材料の名称及びロット番号等を記
載した文書（シール等）を保存して管理すること（診療録に貼
付する等）

10 点
34 点
1,200 点

厚生労働省：第 464 回中央社会保険医療協議会「医療機器の保険適用について」
（中医協総-2）
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CAD/CAM 冠用レジンブロックの分類

CAD/CAM 冠用材料
機能区分

（Ⅰ）

（Ⅱ）

（Ⅲ）

適応部位

小臼歯

小臼歯

大臼歯

前歯

60％以上

60％以上

70％以上

60％以上

ビッカース硬さ

−

55 HV0.2 以上

75 HV0.2 以上

55 HV0.2 以上

3 点曲げ強さ（37℃水中に 7 日間浸漬後）

−

160 MPa 以上

240 MPa 以上

160 MPa 以上

吸水量（37℃水中に 7 日間浸漬後）

−

32 μg/mm 以下

20 μg/mm 以下

32 μg/mm3 以下

シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラー
の合計の質量分率

3

3

＊
（Ⅳ）

＊

CAD/CAM 冠用材料（Ⅳ）の定義には以下の事項が追加される
a）歯冠長に相当する一辺の長さが 14 mm 以上であること
b）シリカ微粉末とそれを除いた無機質フィラーの一次粒子径の最大径が 5 μm 以下であること
c）エナメル色（切端部色）とデンティン色（歯頸部色）
，及びこれらの移行色（中間色）を含む複数の色調を積層した構造で
あること
厚生労働省：「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について（令和 2 年 8 月 31 日保医発 0831
第 1 号）

表3
保険適用開始年月日

承認番号又は認証番号

令和 2 年 9 月 1 日

前歯部 CAD/CAM 冠用材料一覧
販売名

製造販売元

301AFBZX00015000

カタナ アベンシア N

クラレノリタケデンタル

令和 2 年 10 月 1 日

231AKBZX00004000

ジーシー

令和 2 年 10 月 1 日

302AKBZX00051000

令和 2 年 11 月 1 日

302AABZX00064000

セラスマート
レイヤー
エステライト
レイヤードブロック
KZR-CAD HR
ブロック 4 イーバ

令和 2 年 12 月 1 日
令和 2 年 12 月 1 日

302AFBZX00107000
302AHBZX00025000

令和 2 年 12 月 1 日

302AHBZX00025A01

令和 2 年 12 月 1 日

302AKBZX00071000

CN セラパール G
ブリージョ CAD
Smile ブロック
ZEUS HR スマイル
ブロック
松風ブロック HC
ハード AN

＊，＊＊製造者による表示

トクヤマデンタル

組

成

軽質無水ケイ酸／酸化アルミニウ
ム混合フィラー，メタクリル酸系
モ ノ マ ー 硬 化 物（UDMA， そ の
他のメタクリル酸系モノマー），
着色剤，その他
ウレタン系ジメタクリレート，バ
リウムガラス，その他

メタクリル酸系モノマー，無機質
フィラー，着色材，その他
無 機 充 塡 材 の 平 均 粒 径：4 μm，
58 vol％，72wt%＊

YAMAKIN

カム・ネッツ
デンケン・ハイデンタル
デンケン・ハイデンタル
松風

UDMA，ウレタンジアクリレー
ト，ジルコニウムシリケート，微
粒子けい酸，着色材，その他
無機充塡材の平均粒径：2.9 μm，
63.4 vol％，67wt%＊＊

厚生労働省法令等データベースサービス−通知検索−令和 03 年 02 月 26 日 現在

料）と歯科医師の管理料（製作管理料）の割合は概ね
7：3 とされ，それに当てはめると歯科技工物の保険点

D．歯科技工における留意点

数は表 4 の「前歯部冠技術料」12,000 円（1200 点）に
該当し，その 7 割である 8,400 円が製作技術料となる
が，法的に規定されているものではない．

1．製作前
CAD/CAM 冠の製作前に支台歯を確認する必要があ
る．特に，前歯用 CAD/CAM 冠用材料は，複数の色調
を積層した構造であることからも，支台歯の切縁に内側

前歯部 CAD/CAM 冠の特徴と歯科技工
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前歯部 CAD/CAM 冠における診療報酬

支台歯形成
CAD/CAM 形成加算
連合印象
咬合採得
歯冠補綴時色調採得検査
テンポラリークラウン
前歯部冠技術料
材料料
装着料
内面処理加算
装着材料料（例）
補管
除去

失活歯

生活歯

166
470
64
18
10
34
1200
576
45
45
17
100
20

306
490
64
18
10
34
1200
576
45
45
17
100
20

診療報酬：令和 2 年 10 月 1 日現在

図1

ネスティングによる色調コントロール

傾斜をつけ削除量を十分にとり，審美性への配慮として

やフィラーの含有率が違うため，適切に研磨材を選択す

唇側 3 面形成が推奨される．また，支台歯の切端部の厚

る必要がある3）．前歯部 CAD/CAM 冠の形態を整える際

みは，CAM 装置で使用するミリングバーの直径を考慮

には，表層に深い傷をつけてしまう恐れのある研削材は

する必要があり ，歯科技工士と歯科医師との情報共有

推奨しない．シリコンラバーポリッシャー
（茂久田商会）

が重要である．

など，シリコンラバーをバインダーとした研削用ポイン

2）

トでマージン付近やコンタクトの調整，表面性状の付与
2．製

作

製作の際は，エナメル色とボディ色の比率をネスティ

を行い，P-ハイブリッド（モリタ）を十分含ませたロ
ビンソンブラシ HP（茂久田商会）でつや出しまでを行

ング（切削加工のための配置）により調整可能であるた

う．最後に研磨材をつけない綿糸ポイント＃103（茂久

めブロックの位置付けが大切である（図 1）．また，支

田商会）で素材の表面を軽くならすことで，簡単に深み

台歯の条件や CAD/CAM 冠の厚みによって審美性に影

のあるつやを得ることができる（図 4）．

響があるため，CAD/CAM 冠の厚みは 1.5 mm 以上が推
品

奨され，築造体が金属の場合はオペーク材料が含有され

4．納

ているレジン系装着材料の使用も推奨される1）
（図 2，3）
．

前 歯 部 CAD/CA Ｍ 冠 は，CAD/CAM 冠 用 材 料（Ⅲ ）
を大臼歯に使用した場合と同様に，製品に付属している

3．研

磨

表 5 に前歯部 CAD/CAM 冠用材料の研磨に使用され

使用した材料の名称およびロット番号等を記載した文書
（シール等）を保存して管理すること（診療録に貼付す

る製品の一覧を示す．無機フィラー体積含有率が高い材

る等）とされた（表 1）
．CAD/CAM 冠タイプ別トレー

料は，フィラーが少ない材料に比して硬さ，圧縮強さ，

サビリティシールは色分けをされており，前歯部 CAD/

耐摩耗性などに優れる2）．そのため，製品によって組成

CAM 冠ではオレンジ色が採用されている．色調やロッ
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図 2 前歯部における支台歯条件による透過性
A，B：レジンコアとの併用 C，D：メタルコアとの併用
D のみ接着性レジンセメントはパナビア V5（オペーク），その他は SA ルー
ティング Multi を使用している．

図 3 CAD/CAM 冠の厚みの条件による透過性
A：接着性レジンセメントとして SA ルーティング Multi
B：接着性レジンセメントとしてパナビア V5（オペーク）

ト番号などを記載したトレーサビリティシールは「歯科

行されるシールである「 CAD/CAM 冠シール」が前歯

医院保管用」と「歯科技工所保管用」の 2 枚がブロック

部 CAD/CAM 冠用材料の製品パッケージに貼付されて

1 個につき，各 1 枚同梱されている2）．そのため，「歯科

いる2，4）
（図 5）
．

技工所保管用」のトレーサビリティシールは技工録に貼

図 6 および図 7 は色調選択と前歯部 CAD/CAM 冠装

付し保存管理する必要がある．また，特定保険医療材料

着後である．支台歯の支台築造体にはコンポジットレジ

の CAD/CAM 冠用材料（Ⅳ）の認可とは別に日本歯科

ンが使用されており，その色調には特に問題はない．ま

材料工業協同組合の団体規格に適合する製品に対して発

た，クラウンの厚みも十分に考慮された形成量であるこ

前歯部 CAD/CAM 冠の特徴と歯科技工
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前歯部 CAD/CAM 冠の研磨製品一覧

製品名

製造販売元

用 途

シリコーン ポイント

松風シリコンポイント HR タイプ
松風シリコンポイント PB
セラマスターコース
セラマスター

松風
松風
松風
松風

中研磨
中研磨
形態修正，中研磨
仕上げ研磨

研磨用ブラシ

松風ピボットブラシ HP
松風ピボットブラシ SC HP
ロビンソンブラシ 平状（子馬毛）
ロビンソンブラシ 平状 #110
ロビンソンブラシ 平状（黒毛）#111
ロビンソンブラシ 平状（白軟毛）#112
ロビンソンブラシ 平状（グレー軟毛）#113

松風
松風
茂久田商会
茂久田商会
茂久田商会
茂久田商会
茂久田商会

仕上げ研磨
中研磨（砥粒含有研磨ブラシ）
仕上げ研磨
仕上げ研磨
仕上げ研磨
仕上げ研磨
仕上げ研磨

バフ

松風フェルトホイール
綿糸ポイント

松風
茂久田商会

仕上げ研磨
仕上げ研磨

つや出し材

デュラポリッシュ
デュラポリッシュ ダイヤ
Ｃ＆Ｂ ナノダイヤモンド研磨材
Ｃ＆Ｂ ダイヤモンド研磨材
ダイヤポリッシャーペースト
P-ハイブリッド

松風
松風
YAMAKIN
YAMAKIN
ジーシー
モリタ東京製作所

中研磨
仕上げ研磨
中研磨，仕上げ研磨
中研磨，仕上げ研磨
仕上げ研磨
仕上げ研磨

図 4 CAD/CAM 冠の研磨
A：研磨前 B：研磨後 C：シリコンラバーポリッシャーによる中研磨
仕上げ研磨 E：綿糸ポイント 103 による仕上げ研磨 F：つや出し材

とを考察すると，前歯部 CAD/CAM 冠用材料の物性と
色調のメリットを十分発揮できた結果を得ることができ

D：ロビンソンブラシによる

E．おわりに

た．なお，使用したブロックはアベンシアブロック（ク
ラレノリタケデンタル）で，上顎右側中切歯には B1
を，上顎右側側切歯には A1 を使用した．

前歯部 CAD/CAM 冠用材料は新技術として複数の色
調を積層した構造が評価された．その特性を理解し製作
することが重要であり，また材料の組成やフィラーの含
有量を鑑みて研磨を実施していく必要がある．加えて，
歯科技工全般にトレーサビリティが国民に望まれてお
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図 5 CAD/CAM 冠のシール
A：CAD/CAM 冠用レジンブロックのタイプ別トレーサビリティシール
B：前歯部 CAD/CAM 冠用レジンブロックの認証シール

図6

上顎中切歯，側切歯の色調選択

図7

上顎中切歯，側切歯に装着した CAD/CAM 冠

り3），それをふまえた歯科技工録の作成も歯科技工士に

文

とって重要と考える．
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間接修復用と直接修復用コンポジットレジンの
重合前後の色の変化と硬さ
吉田 宇志1）
吉田 康一1，2）
吉田 真理1）
2）
吉田 隆一1，2）
伊東 修一
Color changes before and after polymerization and hardness of dental indirect and direct restrative
composite resins
YOSHIDA Mari1）, YOSHIDA Takashi1）, YOSHIDA Koichi1,2）
ITO Shuichi2）, YOSHIDA Takaichi1,2）

〔緒言〕歯科用レジンは重合の前後で色が変化するといわれているため，色の変化量と方向ならびに硬さを調べた．
〔研究方法〕実験は間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポジットレジン各 16 製品のエナメル色と
象牙色を使用した．色の測定は色彩色差計（ CR-400）を，硬さ（ HV ）は明石の試験器を使用した．レジン試料
は光重合前後の Y％xy を計測し平均値の差の検定をした．これら測定値を三元配置分散分析し，さらに重合前
後の色差と硬さを二元配置分散分析し色の変化方向を解析した．
〔結論と考察〕1．重合前は直接修復用コンポジットレジンの方が間接修復用コンポジットレジンより色度 x，
y が共に大きく，濃く作られていることがわかった．2．直接修復用コンポジットレジンは間接修復用コンポ
ジットレジンより黄色味が強く，重合後は無彩色部位の淡い方向へ変化した．3．重合前後の反射率 Y％では，
大部分の製品で重合後に反射率が下がった．4．色度 x では，すべての製品で象牙色の方がエナメル色より大き
く，重合前後では，重合後の方が小さくなった．5．色度 y では，すべての製品でエナメル色に対して象牙色の
方が大きかった．重合前後では重合後の方が小さくなった．6．重合前後の色差では 3 種で 9〜13 と大きな値に
なり色の変化が見た目で判別できた．7．硬さ（ HV ）では，5 種類で 100 以上となった．また，間接修復用コン
ポジットレジンより直接修復用コンポジットレジンの方がわずかに大きかった．
キーワード：間接修復用コンポジットレジン，直接修復用コンポジットレジン，重合前後，色差，硬さ
Introduction：Since it is considered that the color of dental restrative composite resin changes after polymerization, the amount and trend of changes in color and hardness were investigated.
Experimental Methods：For the experiment, 16 enamel-color and ivory-white products each of indirect and direct restrative composite resins were used. Color was measured using a color and color difference meter（CR-400）,
and hardness（HV）was measured using a tester of Akashi. In resin samples, Y%xy was measured before photopolymerization and then measured again after polymerization. The data were subjected to three-way analysis of variance. The color differences were calculated from the values measured before and after photopolymerization and the
trend of color changes and hardness were analyzed by two-way analysis of variance.
Conclusion and Discussion：1. Both x and y of chromaticity of direct composite resin were greater than those of
indirect restrative composite resin before polymerization, clarifying that direct restrative composite resin is prepared with a deeper color. 2. Direct restrative composite resin was more yellowish than indirect restrative composite
resin and changed to a pale achromatic color after polymerization. 3. Reflectance Y% decreased after polymerization
in most products. 4. Saturation x of ivory-white was greater than that of enamel color in all products and decreased
after polymerization. 5. Saturation y of ivory-white was greater than that of enamel color in all products and decreased after polymerization. 6. Color differences increased to 9–13 after polymerization in 3 types and color changes could be distinguished by appearance. 7. Hardness
（ HV ）was 100 or higher in 5 types. It was slightly higher in
direct than indirect restrative composite resin.
Key words：indirect restrative composite resin, direct restrative composite resin, before and after polymerization,
color difference, hardness
吉田歯科医院（武蔵野市，関東支部）
東邦歯科医療専門学校
2021 年 1 月 15 日受付
2021 年 2 月 12 日受理

1）
2）
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位置をずらしながら再度 Y％xy の値を 3 回測定し，平

言

均値を算出し重合後の測定値とした．これら重合前後の
測定値から色差（⊿E＊ab ）を算出し色の変化量を調べ

歯科修復用レジンは白金加金や金銀パラジウム合金な
どの金属系修復物に比べ，重合時の収縮 ，残留モノ
1）

た．今回の実験では同一製品で繰り返し 3 個の試料を作
製し計測した．

マーの溶出2），経時的な咬耗が大きい3〜5），機械的性質
の経時的劣化6，7），吸水膨張8），耐摩耗性の低さ6，7，9），食

2．硬さの測定法

物摂取や歯垢染色液による着色や化学的変化3，10〜19），重

重合後，色を測定した各試料は，カバーガラスとシリ

合時の色の変化 などの問題点が指摘されている．しか

コーン枠を取り去り #1200 耐水へ―パーで流水下で表面

20）

し，保険への導入と共に色が歯質に近いこと，充塡操作

を研磨し平坦にした後，ビッカース硬さ試験機（明石，

が容易なことなどの利点のため多用されている．一方，

測定荷重 1kg ）で 3 カ所以上を測定し，平均値を求め測

この最大の利点である歯質との色合わせができる点に関

定値とした．

しても，重合前後で色が変わるものがある20）．これは歯
科技工では歯科医から指示された色に重合前に色合わせ

3．色の測定値の分析法

をしても，重合後に異なった色になることを意味してお

a．間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コン

り，あらかじめ色の変化方向と量を知っておく必要があ

ポジットレジンの重合前後の平均値の差の検定
間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポ

る．
そこで，歯科修復用レジン重合前後で色の変化と方向

ジットレジンの色の違いをみるために反射率 Y％ならび

がどのようなものであるかを調べ，さらに，どの製品の

に色度 x，y の重合前後の測定値を使用し，平均値の差

変化が大きいかを知れば，その製品使用時に補正が可能

の検定（ Welch の方法21））で有意差を調べた．

となり，さらに硬さも調べ修復用レジンの臨床応用時の
参考にするため本実験を行った．

B．実験材料と方法

b．Y％，x，y の測定値を個別に三元配置分散分析し
分析
反射率 Y％と色度 x 値ならびに y 値の測定値を個別
に，因子 A に製品種，B にエナメル色と象牙色，C に
重合前と重合後の条件を割付け，繰り返し 3 回の測定値

実験に使用した間接修復用コンポジットレジン 6 社

を三元配置分散分析し各因子の影響を調べた．

16 種，ならびに臨床での直接修復用コンポジットレジ

c．色差の二元配置分散分析による分析

ン 4 社 16 種計 32 種のレジンと，そのロットナンバーを

重合前後の Y％xy 値の測定値から色差を算出し，因

表 1 に示した．間接修復用コンポジットレジンと直接修

子 A に製品種，B にエナメル色と象牙色を割付け，繰

復用コンポジットレジンは同一製品名中，透明度のよい

り返し 3 回の測定値を二元配置分散分析し各因子の影響

ものをエナメル色，色の濃いものを象牙色として解析し

を調べた．

た．

d．硬さの二元配置分散分析による分析
重合後の硬さ（ HV ）の測定値を使用し，色差と同様

1．色彩測定用試料の作製法と測色法
薄く分離材を塗布した顕微鏡用カバーガラスの上に内
径 11mm，高さ 6mm の半透明のシリコーンゴムリング

に繰り返し 3 回の測定値を二元配置分散分析し解析した．

C．結

果

を置き，ここに表 1 の未重合レジンを塡入し，上部より
カバーガラスで軽く圧接し，そのまま色彩色差計（コニ

カミノルタ，CR-400，測定口径 10.5mmφ）上に置き，

わ ず か に 位 置 を ず ら し な が ら 3 カ 所 の Y％xy を 計 測
し，これらの平均値を算出し重合前の色の測定値とし

1．重合前後の色の測定と色の変化方向について
a．間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コン
ポジットレジンとの間の平均値の差の検定
a ）重合前の測定値の検定

た．次に，間接修復用コンポジットレジンは技工用レジ

重合前後の間で，Y％，x，y それぞれの値を測定値と

ン重合器（ J. MORITA，αLight Ⅱ）で 3 分間，直接修

し平均値の差の検定を行い，その結果を表 2 に示した．

復 用 コ ン ポ ジ ッ ト レ ジ ン は 光 重 合 器（ J MORITA，

また，重合前と後のエナメル色と象牙色の平均値とその

JETLITE 1000） で 2 分 間， 光 照 射 し 重 合 を 完 了 さ せ

間の検定結果を図 1〜3 に示した．

た．これら試料は重合により約 2.3％収縮した．重合後

間 接 修 復 用 コ ン ポ ジ ッ ト レ ジ ン 48 試 料 の 反 射 率

の試料は，カバーガラスとともに色彩色差計でわずかに

（ Y％） の 平 均 値 は 33.75％（標 準 偏 差： 以 後；S.D.；
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表1
種

類

実験に使用した間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポジットレジン

間接修復用コンポジット

会社名

製品名

松風

ソリデックス

59

A3B

111142

111109

グラディア

E3

DA3

1112151

1109201

プロシモ

E3

DA3

111011A

100827B

エステニア

E3

DA3

00018D

0088AA（00088A）

エプリコード

E1

DA3

00164A

0371AA（00371A）

トクヤマデンタル

パールエステ

E2

DA3

サンメディカル

プライムアート

59-ME

A3-B

EK1

EX24

YAMAKIN

ルナウイング

E3

DA3

1110910

1031015

AP − X

A2

B3

00981A

00366G

マジェスティ

E

B3

00005A

00009F

フロー

A1

A4

0807081ʼ

1,105,021

ソラ−レ

A1

B3

1203051

1203211

ジーシー

クラレメディカル

直接修復用コンポジットレジン

クラレメディカル

クリアフィル

ユニフィル
ジーシー

ロット№

069022A（222） 073012A（115）

ⅡA

E1

B3

100405

031218ʼ

ライトフィル

ⅡP

A2

B3

30839

101110

エステライトΣクイック

A1

B3

J109B

W710B

エステライトフロークイック

A1

B3

J105B

W7078

間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポジットレジンの間の平均値の差の検定結果

重合前（E＋D） 重合後（E＋D）
Y％
x
y

種

ライトフィル

松風

トクヤマデンタル

色

クリアフィル

ジーシー

表2
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0.36
3.61＊＊
4.40＊＊

⊿E＊ab
HV

エナメル色重合前

＊＊

2.67
4.50＊＊
4.82＊＊

エナメル色重合後

＊＊

象牙色重合前

＊＊

3.25
6.00＊＊
5.92＊＊

4.14
1077＊＊
9.92＊＊

1.41
0.34

0.26
0.26

4.90
1.25
2.27

＊＊

象牙色重合後
10.25＊＊
3.59＊＊
4.32＊＊
1.9
0.21

E＋D；エナメル色と象牙色を合同にしたとき

6.48）であり，直接修復用コンポジットレジンの平均は

（ d.f.；80.1）となり，高度な有意差が認められ，直接修

33.03％（ S.D.；5.75）となり，この間の検定で有意差は

復用コンポジットレジンの方が黄緑味が強いことがわ

認められず反射率には差がないことがわかった．

かった．

次に，重合前の色度 x と y の値を用いて間接修復用
コンポジットレジンと直接修復用コンポジットレジンの
間で検定を行い，その平均値を図 1 に示した．x の値を

これらを総合すると重合前は直接修復用コンポジット
レジンの方が黄褐色系の色が濃いことがわかった．
b ）重合後の測定値の検定

間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポジッ

重合後の反射率（ Y％）の測定値を用いて平均値の差

トレジンの間で検定を行うと t＝3.61＊＊（ d.f.；78.3）と

の検定を行い，その結果を図 2 に示した．これより間接

なり，危険率 1％有意水準で有意22）
（以後：高度な有意

修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポジットレ

差と呼ぶ，図と表中は＊＊ で示す）が認められた．これ

ジンの間の検定で t 値は 2.67＊＊（ d.f.；80.6）となり高

より直接修復用コンポジットレジンの方がわずかに赤褐

度な有意差が認められた．このため間接修復用コンポ

色味の強いことがわかった．

ジットレジンの方が明るく作られていることがわかった．

一方，y の値を用いて間接修復用コンポジットレジン

次に，重合後の色度 x と y の測定値を用いて個別に

＊＊

間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポジッ

と直接修復用コンポジットレジンとの間で t 値は 4.40

日歯技工誌
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図 1 重合前の間接修復用コンポジットレジンと直接修復
用コンポジットレジンの色度 x と y 値の平均値と検
定
（x では t＝3.61＊＊，y では t＝4.40＊＊）

図 3 重合後の間接修復用コンポジットレジンと直接修復
用コンポジットレジンの色度 x と y 値の平均値と検
定
（x では t＝4.50＊＊，y では t＝4.82＊＊）
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図 2 間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポ
ジットレジンの重合後の反射率（Y％）の平均値と検
定
（Y％では t＝2.67＊＊）

図4

間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポ
ジットレジンの重合前後の色度 x，y の平均値の変化

トレジンの間で検定を行い，その平均値をまとめて図 3

うになる．これより間接修復用コンポジットレジンでは

に示した．これより，x の間接修復用コンポジットレジ

重合前から重合後にかけて大きく変化し，黄色から無彩

ンと直接修復用コンポジットレジンとの間での検定では

色（白色点 x＝0.3333，y＝0.3333）に近い部位にまで変

＊＊

（ d.f.；74.7）となり，高度な有意差が認めら

化することがわかった．一方，直接修復用コンポジット

れた．このため直接修復用コンポジットレジンの方が黄

レジンは間接修復用コンポジットレジンより初期の黄褐

t＝4.50

赤色の色が強いことがわかった．
一方，y の値では間接修復用コンポジットレジンと直
接修復用コンポジットレジンでの間の検定では t 値は

色系の色が強く，重合が終了すると淡い黄褐色方向へ変
化するが，直接修復用コンポジットレジンの方が色の変
化量が少ないことがわかる．

4.82＊＊（ d.f.；75.8）となり高度な有意差が認められ，

b．Y％，x，y 別に重合前・後とエナメル・象牙色別

直接修復用コンポジットレジンの方が黄緑色が濃いこと

に間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コ

がわかった．

ンポジットレジンの間での平均値の差の検定

これらを総合すると重合後の x，y 値は，直接修復用
コンポジットレジンの方が高い値を示し，黄褐色が強い
ことが明確となった．

a ）反射率（ Y％）の検定
反射率（ Y％）を重合前後とエナメル色と象牙色別に
平均値を図示すると図 5 のようになる．

上記，色度 x と y について間接修復用コンポジット

これより重合前のエナメル色の間接修復用コンポジッ

レジンと直接修復用コンポジットレジン各 16 種の重合

トレジンと直接修復用コンポジットレジンの間で検定を

前と後の総平均値をグラフ上にプロットすると図 4 のよ

すると t＝3.25＊＊（ d.f.；45.8）と高度な有意差が認めら

間接修復用と直接修復用コンポジットレジンの重合前後の色の変化と硬さ

図 5 間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポ
ジットレジン間のエナメル色と象牙色の反射率（Y％）
の平均値と検定
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図 6 間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポ
ジットレジン間の重合前後の x と y 値のエナメル色
と象牙色の平均値

れた．すなわち，直接修復用コンポジットレジンの方が

定 を 行 う と 図 6 の よ う に な り t＝6.00＊＊（ d.f.；44.5）

間接修復用コンポジットレジンより 5.47％高い値を示

と，高度な有意差が認められ直接修復用コンポジットレ

し，明るく見えるように作られていることがわかる．

ジンの方が 0.0206 高い値を示し赤褐色の強いことがわ

次に，重合前の象牙色の間接修復用コンポジットレジ
ンと直接修復用コンポジットレジン間の検定を行うと
t＝4.90

＊＊

（ d.f.；42.0） と な り 高 度 な 有 意 差 が 認 め ら

れ，直接修復用コンポジットレジンの方が 6.34％低い値
を示し，暗く作られていることがわかった．

かった．
重合前の象牙色の間接修復用コンポジットレジンと直
接修復用コンポジットレジンの間で検定をすると t＝
1.25（ d.f.；42.5）と有意差は認められなかった．
次に，重合後のエナメル色のⅹ値では重合後の間接修

さらに，重合後のエナメル色での間接修復用コンポ

復用コンポジットレジンと直接修復用コンポジットレジ

ジットレジンと直接修復用コンポジットレジンの間の検

ンの間の検定では t＝10.77＊＊（ d.f.；45.9）となり，高

定では t＝4.14

＊＊

（ d.f.；45.6）となり高度な有意差が認

められ，直接修復用コンポジットレジンの方が間接修復
用コンポジットレジンより 3.23％高い値を示し，明るく
見えるように作られていることがわかった．

度な有意差が認められ直接修復用コンポジットレジンの
方が赤褐色系の色の強いことがわかった．
さ ら に， 重 合 後 の 象 牙 色 の x の 間 接 修 復 用 コ ン ポ
ジットレジンと直接修復用コンポジットレジンの間の検

次に，重合後の象牙色では間接修復用コンポジットレ

定では t＝3.59＊＊（ d.f.；44.9）となり高度な有意差が認

ジンと直接修復用コンポジットレジンの間の検定では

められた．すなわち，直接修復用コンポジットレジンの

＊＊

t＝10.25

（ d.f.；46.0）と高度な有意差が認められ，間

接修復用コンポジットレジンより 7.56％低い値を示し暗
く作られていた．

方が 0.051 高い値を示し赤褐色系の色の強いことがわ
かった．
以上から，x では直接修復用コンポジットレジンの方

このようにエナメル色の反射率では直接修復用コンポ

が間接修復用コンポジットレジンより赤褐色の色が強い

ジットレジンの方が，明るく作られていることがわかっ

ことがわかった．特に重合後のエナメル色の間接修復用

た．一方，象牙色では直接修復用コンポジットレジンの

コンポジットレジンは黄赤系から無彩色に近い状態にな

方が小さな値となり，エナメル色と象牙色で反射率は逆

ることもわかった．また，重合前の象牙色は間接修復用

転していることがわかった．

コンポジットレジンと直接修復用コンポジットレジンの

b ）色度 x，y 値の平均値の差による検定
色度 x，y の値を重合前後別にエナメル色と象牙色の
平均値をまとめて図示すると図 6 のようになる．
（ a ）色度 x 値の検定

間でほとんど差がないこともわかった．
（ b ）色度 y 値の検定
色度 x，y 値の重合前のエナメル色の間接修復用コン
ポジットレジンと直接修復用コンポジットレジンでの間

重合前のエナメル色の間接修復用コンポジットレジン

で，平均値の差の検定し図 6 に示す．これより t＝5.92＊＊

と直接修復用コンポジットレジンの間で平均値の差の検

（ d.f.；40.9）と高度な有意差が認められ，直接修復用コ

日歯技工誌
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ンポジットレジンの方が 0.0182 高い値を示し黄緑色が
強いことがわかる．
重合前の象牙色の間接修復用コンポジットレジンと直
接修復用コンポジットレジンの間の検定では t＝2.27
（ d.f.；33.5）と有意差が認められず差はなかった．
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次に，エナメル色の間接修復用コンポジットレジンと
直接修復用コンポジットレジンの間の検定でも t＝0.26
（ d.f.；38.09）となり有意差は認められなかった．その
ため，ほぼ同等といえる．
また，重合後の象牙色の間接修復用コンポジットレジ

重合後のエナメル色の間接修復用コンポジットレジン

ンと直接修復用コンポジットレジンの間の検定でも t＝

と直接修復用コンポジットレジンの間で検定をすると

0.21（ d.f.；41.81）となり，有意差が認められず，ほぼ

t＝9.92＊＊（ d.f.；45.8）となり，高度な有意差が認めら

同等であることがわかった．

れた．そのため，直接修復用コンポジットレジンの方が
0.0225 高い値を示し，黄緑色が強いことがわかった．

c．反射率（ Y％）の三元配置分散分析法による分析
反射率（ Y％）の測定値の繰り返し 3 回の測定値を因

重合後の象牙色の間接修復用コンポジットレジンと直

子 A に製品種，B に象牙色とエナメル色，C に重合前

接 修 復 用 コ ン ポ ジ ッ ト レ ジ ン で の 間 の 検 定 で は t＝

と重合後を割付け，三元配置分散分析した結果を表 3 に

4.32＊＊（ d.f.；43.5）と高度な有意差が認められ，直接

示す．これより主効果 A，B，C，交互作用 AXB，AXC

修復用コンポジットレジンの方が 0.0055 高い値を示し

に高度な有意差が認められた．

わずかに黄緑色の強いことがわかった．

そこで，交互作用 AXB をグラフ化すると図 7 のよう

以上から，y 値での間接修復用コンポジットレジンは

になる．図中の縦の細線は分散分析から得られる 95％

直接修復用コンポジットレジンよりも小さな値となり，

信頼限界±0.8824 を示す（以後の図 8 も同じ）
．これよ

特に重合後の間接修復用コンポジットレジンのエナメル

り，いずれの製品も象牙色の方が，エナメル色よりも反

色は，無彩色の値（ x＝0.3333，y＝0.3333，図 6 中の点

射率を高く，最も高かったのはグラディアの象牙色で

線）よりも小さな値となり，これは黄緑色が少なく青紫

42.1％であった．また，その時のエナメル色は 31.6％と

色の系統に入ることがわかった．

なった．一方，最も小さかったのは，ルナウイングのエ

このように間接修復用コンポジットレジンは黄緑色か

ナメル色で 20.4％，このときの象牙色では 33.1％であっ

ら無彩色に近い色になり，直接修復用コンポジットレジ

た．全体的には間接修復用コンポジットレジンで象牙色

ンよりも黄色系が少ないことがわかる．また，重合前の

の方が反射率は高く，直接修復用コンポジットレジンで

象牙色については，間接修復用コンポジットレジンと直

は，逆にエナメル色の方が反射率の高いものが多く，直

接修復用コンポジットレジンで，ほとんど同じ色である

接修復用コンポジットレジン象牙色の方が高かったのは

こともわかった．

クリアフィルのマジェスティのみであった．

c ）重合前後の色差の間接修復用コンポジットレジン

次に，反射率と充塡前後の交互作用 A×C をグラフ化

と直接修復用コンポジットレジンの間の平均値の

すると図 8 のようになる．これより最も大きかったの

差による検定

は，重合前ではソラーレの重合前で 40.1％，重合後に

色差ではエナメル色と象牙色を一括して間接修復用コ
ンポジットレジン（平均値；4.71）と直接修復用コンポ
ジットレジン（平均値；5.70）の間で，検定を行ったが
有意差は認められなかった．
次に，エナメル色の間接修復用コンポジットレジンと
直接修復用コンポジットレジンの間での色差の値を検定
すると t＝0.26（ d.f.；45.2）となり有意差は認められな
かった．

33.2％となった．最小のものはライトフィルⅡA の重合
前の 23.4％で，重合後の値は 28.3％であった．
このように重合後の方が反射率の低い製品が多かった
が，重合後の方が反射率が高くなったのはソリデック
ス，エブリコード，ルナウイング，ライトフィルⅡA と
ⅡP であった．
d．色度 x 値の三元配置分散分析法による分析
反射率と同様に割付け色度 x 値の繰り返し 3 回の測

また，象牙色の間接修復用コンポジットレジンと直接

定値を三元配置分散分析すると表 4 のようになる．これ

修復用コンポジットレジンの間の色差の検定でも有意差

より主効果 A，B，C，ならびに交互作用の A×B，A×

が認められなかった．

C，B×C に高度な有意差が認められた．

d ）硬さの間接修復用コンポジットレジンと直接修復

そこで，交互作用 A×B をグラフ化すると図 9 のよう

用コンポジットレジンの間の平均値の差による検定

になる．図中の縦の細線は分散分析から得られる 95％

重合後の硬さではエナメル色と象牙色を一括して間接

信頼限界±0.002436 を示す（図 10，11 も同じ）．これよ

修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポジットレ

り x の値は象牙色の方がエナメル色よりもすべて高い

ジンの間で検定したが t＝0.34（ d.f.；81.75）となり有

値を示し，赤褐色味の色が強いことがわかった．このう

意差が認められなかった．

ち最も高かったのはユニフィルフローのエナメル色で
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表3
要

因

s.s.

三元配置分散分析表（反射率 Y％）
d.f.

m.s.

Fo

A：製品種

1864.22

15

124.281

155.94

B：エナメル色・象牙色

337.656

1

337.656

423.67

C：重合前 ･ 後

157

203.125

1

203.125

254.87

AXB

1900.89

15

126.726

159.01

AXC

890.125

15

59.3417

74.46

BXC

1.28125

1

1.28125

1.61

e

113.969

143

0.796984

T

5311.27
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判定
＊＊
＊＊
＊＊
＊＊
＊＊

寄与率（％）
34.9
6.3
3.8
35.6
16.5
2.9
100

95％信頼限界：±0.8824

図7

製品別にエナメル色と象牙色の Y％の平均値
（縦の細線は，95％信頼限界±0.8824 を示す）

0.3402 と象牙色が 0.3648 であり，逆に最も低かったの

図 8 製品別に重合前後の Y％の平均値
（縦の細線は，95％信頼限界±0.8824 を示す）

かった．

は， エ ス テ ニ ア の エ ナ メ ル 色 の 0.3057 と 象 牙 色 で

e．色度 y 値の三元配置分散分析法による分析

0.3507 であった．

反射率（％）や x 値と同様に色度 y 値の三元配置分

次に，交互作用 A×C をグラフ化すると図 10 のよう

散分析をすると表 5 のようになる．これより主効果 A，

になる．これより大部分の製品が重合前より重合後の方

B，C，ならびに交互作用の A×B，A×C，B×C に高度

が数値は小さくなったが，これは赤褐色の色から青紫味

な有意差が認められた．

の色が増したことになる．逆に大きくなったのは，エス

そこで，交互作用 A×B をグラフ化すると図 12 よう

テニア，パールエステ，エステライトΣクイックの 3 製

になる．図中の縦の細線は分散分析から得られた 95％

品で橙色から赤褐色が増すことがわかった．

信頼限界±0.002346 を示す（図 13，14 も同じ）．これよ

重合前に最も大きかったのはクリアフィル AP-X の

り，すべての製品で象牙色の方が高い値となった．特

0.3694 であるが，重合後で 0.3489 と下がった．また，

に，間接修復用コンポジットレジンはエナメル色と象牙

小さかったのは，エブリコードで重合前が 0.3332，重合

質の間で差が大きく，直接修復用コンポジットレジンで

後で 0.3246 となり 0.3333 より小さく青味が増すことが

はその差が小さかった．y の値が大きかったのは，クリ

わかった．

アフィル AP-X のエナメル色で 0.3607，象牙色で 0.3702

さらに，交互作用 B×C をグラフ化すると図 11 のよ

となった．全般的には，直接修復用コンポジットレジン

うになる．これよりエナメル色では重合前が 0.3344，重

の方が高い値を示し黄緑味が強いことがわかる．また，

合 後 で 0.3262 と な り， 象 牙 色 で は 重 合 前 の 方 が

エナメル色と象牙色の間で最も差が大きかった製品は，

0.3573，重合後で 0.3534 となり，いずれも重合後の方が

エステニアでエナメル色が 0.3187，象牙色は 0.3621 を

値は小さく青紫味が増した．また，象牙色の方がエナメ

示した．また，間接修復用コンポジットレジンの方が直

ル色よりも値は大きくなり黄褐色系の色が濃いことがわ

接修復用コンポジットレジンよりエナメル色と象牙色の
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表4
要

因

s.s.

三元配置分散分析表（色度 x 値）
d.f.

m.s.

Fo

A：製品種

0.01584

15

0.001032

173.48

B：エナメル色・象牙色

0.030102

1

0.030102

5060.15

C：重合前 ･ 後

第 42 巻第 2 号 2021

0.001753

1

0.001753

294.66

AXB

0.006189

15

0.000413

69.36

AXC

0.00271

15

0.000181

30.37

BXC

0.000212

1

0.000212

35.59

e

0.000851

143

0.000006

T

0.057297

191

判定

寄与率（％）

＊＊
＊＊
＊＊
＊＊
＊＊
＊＊

26.9
52.5
3.0
10.6
4.6
0.4
2.0
100.0

95％信頼限界：±0.002436

図9

製品別にエナメル色と象牙色における x 値の変化
（縦の細線は，95％信頼限界±0.002436 を示す）
図 10 製品別に重合前後の x 値の平均値
（縦の細線は，95％信頼限界±0.002436 を示す）

とんど変化しなかったのは，エステニア，パールエステ
で，逆に，重合後の方が数値が上昇したのはエステライ
トΣクイックで，他はすべて重合後の方が値が小さくな
り無彩色の方に近づいた．
さらに，交互作用 B×C をグラフ化すると図 14 のよ
うになる．これよりエナメル色と象牙色ともに重合前よ
り重合後方が下がった．このように重合前より重合後の
方が，わずかに小さくなり赤紫味が増すことがわかった．
図 11

エナメル色と象牙色の重合前後の x 値の平均値
（縦の細線は，95％信頼限界±0.002436 を示す）

2．色差の二元配置分散分析法による分析
重合前後の色差（⊿E＊ab ）の繰り返し 3 回の測定値
を，因子 A にレジンの種類，B にエナメル色と象牙色

間で差が大きいことがわかった．
次に，交互作用 A×C をグラフ化すると図 13 のよう

を割付け，繰り返し 3 回の測定値を二元配置分散分析す
ると表 6 のようになる．これより主効果 A，B ならびに

になる．これより最も大きな値を示したのは，クリア

交互作用 AXB に高度な有意差が認められた．

きく下がり，また，ルナウイングも重合前で 0.3607 か

になる．この図中の縦の細線は分散分析から得られる

ら重合後で 0.3371 へと大きな変化を示した．一方，ほ

95％信頼限界±0.6627 を示す．これより色差が大きかっ

フィル AP-X の重合前で 0.3783，重合後で 0.3525 と大

そこで，交互作用 AXB をグラフ化すると図 15 のよう

間接修復用と直接修復用コンポジットレジンの重合前後の色の変化と硬さ

表5
要

因

s.s.

三元配置分散分析表（色度 y 値）
d.f.

m.s.

Fo

A：製品種

0.012327

15

0.000822

109.63

B：エナメル色・象牙色

0.021254

1

0.021254

2835.32

C：重合前 ･ 後
AXB
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0.004393

1

0.004393

586.00

0.004623

15

0.000308

41.12

AXC

0.00358

15

0.000239

31.84

BXC

0.000359

1

0.000359

47.84

e

0.001072

143

0.000007

T

0.047607

191

判定

寄与率（％）

＊＊
＊＊
＊＊
＊＊
＊＊
＊＊

25.7
44.6
9.2
9.5
7.3
0.7
3.0
100.0

95％信頼限界：±0.002346

図 12

図 13 製品別に重合前後の y 値の平均値
（縦の細線は，95％信頼限界±0.002346 を示す）

製品別にエナメル色と象牙色の y 値の変化
（縦の細線は，95％信頼限界±0.002346 を示す）

フロークイックの B3 であり，それ以外は 4 以下であっ
た．特に色差の値が小さかったのは，エステニアの E3
で 1.61，DA3 で 1.40，クリアフィルマジェスティの B3
で 1.12，ライトフィルⅡP の B3 で 0.63 となり，これら
は重合前後で，ほとんど色が変化しないことを示してい
る．
この色差では，多くの製品でエナメル色の方が象牙色
より大きくなり色の変化の大きいことがわかった．一
方，象牙色の方が色差が大きくなったのは，ライトフィ
ルⅡA，エステライトフロークイックの 2 製品であった．
図 14

エナメル色と象牙色の重合前後の y 値の平均値
（縦の細線は，95％信頼限界±0.002346 を示す）

間接修復用コンポジットレジンで色差が大きかったル
ナウイングの変化を図示すると図 16 のようになり，重
合前のエナメル色は無彩色の部位よりわずかに黄色を帯

たのは，クリアフィル AP-X の A 2 で l3.53，B3 で 13.02

と大きく，次がルナウイングの E3 で 12.13，次がユニ
フィルフローの A1 で 11.01，また，A4 は 9.11 となり，
プロシモの E3，グラディアの E3 が 8 以上となり，次

がソラーレの A1 が 7.47 となった．一方，6 前後のもの
はソリデックスの 59，プロシモの DA3，エステライト

びているが，重合後では無彩色の領域を通り越し，青紫
色に近い方向にまで変化していることがわかる．一方，
象牙色は重合前後であまり大きな変化がなく，黄色から
無彩色の方向へわずかに変化することがわかった．
3．硬さの二元配置分散分析法による分析
重合後の硬さ（ HV ）の繰り返し 3 回の測定値を色差
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表6
要

因
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二元配置分散分析表（色差⊿E＊ab）

s.s.

d.f.

m.s.

Fo

A：製品種

918.746

15

61.2498

185.54

B：エナメル色・象牙色

81.7332

1

81.7332

247.58

AXB

118.82

15

7.92121

e

21.1279

64

0.330124

T

1140.43

95

23.99

判定
＊＊
＊＊
＊＊

寄与率（％）
80.1
7.1
10.0
2.8
100.0

95％信頼限界：±0.6627

図 15 製品別のエナメル色と象牙色の色差の平均値
（縦の細線は 95％信頼限界±0.6627 を示す）

図 16

ルナウイングのエナメル色と象牙色の重合前後の色
度 x，y 値の変化

と同様に割付け二元配置分散分析し，その結果を表 7 に

のように 4 因子（種類，製品名，色種，重合前後）であ

示した．これより製品種と A×B の交互作用に高度な有

るため四元配置で分析することが妥当のようにみえる．

意差が認められた．

しかし，製品種の間接修復用コンポジットレジンと直接

そこで，交互作用 A×B をグラフ化すると図 17 のよ

修復用コンポジットレジン各 16 種をランダムに割付け

うになる．この図中の縦の細線は 95％信頼限界±8.91

解析することになるため，交互作用 BXC では表 1 の種

を示す．これより最も硬かったのは，エステニアのエナ

類と色種を合算して会社名と製品名が図に表示される．

メル色 E3 と象牙色 DA3 でそれぞれ 163.6，163.4，次が

そのため松風のソリデックスとクラレのクリアフィル

パールエステの 120.7，132.0，次がクリアフィル AP-X
で 117.4，104.4，また，ライトフィルⅡP はエナメル色

AP-X を加算して平均化することになり，これら数値に
何の意味もなく，個々の製品の正しい評価ができないこ

A2 で 77．5，B3 で 131.1 と差が大きかった．次がライ

とになる．そこで，今回の解析では製品名の 32 種を因

トフィルⅡA の E1 で 98.8，B3 で 100.9，また，ライト

子 A とし，個々の製品の性質が明確にわかる三元配置

フィル 2P の B3 では 131.1 となり，他のものは 32.2〜

分散分析法で解析し，表示した方が個々の製品の妥当な

96.3 の 範 囲 で あ っ た． 特 に， プ ロ シ モ は E3 で 32.2，

評価が得られると考えた．しかし，市販品として間接修

DA3 で 32.1 と 小 さ く， ソ ラ ー レ も A1 で 36.3，B3 で

復用コンポジットレジンと直接修復用コンポジットレジ

36.8 となり，またプライムアートでは 59-ME で 37.8，

A3-B で 39.0 と小さかった．硬さはエナメル色と象牙色

の間での差が少ない製品がほとんどであった．

D．考

察

ンを区別しているため，この間の違いをみるために平均
値の差の検定を用いて比較検討することとした．使用し
た Welch の方法は母標準偏差が未知で等しいという確
信がないときに使用される21）もので，この方法で有意差
がみられれば他の検定方法ではほぼ確実に有意差がみら
れるため，この方法を採用した．また，自由度もこの方

間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポ
ジットレジンが重合時に変色するかを調べると同時に，
間接修復用と直接修復用との間でどのような違いがある
かをみるために実験した．これらの実験の分析には表 1

法では計算で算出される21）ため小数点以下の値となり，
この数値を使用して 0.05, 0.01 の t 値算出して判定した．
使用した色彩色差計は JIS Z 8722 の拡散照明垂直受光

方式（ D-0 法：正反射光を含む）に準拠して造られて

間接修復用と直接修復用コンポジットレジンの重合前後の色の変化と硬さ

表7
要

因

s.s.
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二元配置分散分析表（硬さ HV）
d.f.

m.s.

Fo

A：製品種

122715

15

8180.98

132.96

B：エナメル色・象牙色

50.6875

1

50.6875

0.82

AXB

6780.19

15

452.013

7.35

e

3937.81

64

61.5283

T

133483

95

判定
＊＊

＊＊

寄与率（％）
91.2
4.4
4.4
100.0

95％信頼限界：±8.91

と無彩色部は灰白色表示となり，歯の色表示として感覚
的に想定しにくいためである．
実験した修復用レジン全体をみると図 4 から間接修復
用コンポジットレジンの方が直接修復用コンポジットレ
ジンより大きく変化しており，色合わせには熟練を要す
るように思える．また，図 16 から象牙色の方が黄味が
強く重合前後で変化量は大きいが，エナメル色とほぼ同
じ傾向で，左下方向にほぼ平行的に変化するため扱いや
すいかもしれない．一方，このルナウイングは E3 と
図 17

製品別にエナメル色と象牙色の硬さの平均値
（縦の細線は，95％信頼限界±8.91 を示す）

DA3 で変化量がかなり大きく異なるため，個々にその
変化量を熟知しないと取り扱いにくいとも考える．さら
には，間接修復用コンポジットレジンはエナメル色と象
牙色の間で色の差が大きいものが多く，築盛や色合せが

おり，試料に対しストロボ光を周辺から試料全体に均一

幅広く行えるようになっているものと考える．

に照射し，これから得られる垂直方向の反射光を受光し

色差では色の変化量のみを扱っているため，色の変化

て数値化している．測定開口部直下の垂直方向の影響が

方向はわからない．しかし，見た目で変化しているかど

強く現れる．このため直径より垂直方向の厚さが重要で

うかの判断が数値で表わされるため，判断材料としての

ある．今回の試料は，約 5.0mm 以上の高さがあり，し

利用価値が高く，その数値的な判断は国際規格で決めら

かも着色されているため，着色がなかった以前の実験3）

れており，NBS 単位で 0〜0.5（ trace）
，0.5〜1.5（slight ）
，

に比べ，十分な厚さとなり色の測定には問題がないと考

1.5〜3.0（ noticeable ），3.0〜6.0（ appreciable ），6〜12
（ much ）
，12 以上（ very much ）23）と分類され，これに

える．
今回の CIE 色度図の XYZ 系での無彩色部位は x，y

今回の測定値を当てはめると，最も小さかった 0.5〜1.5

共に 0.3333 の部位であり，横軸の x がこの値より大き

（ slight ）の範囲の製品は，ライトフィルⅡP，クリア

くなれば赤褐色が増し，小さくなれば青紫色が増すこと

フィルマジェスティ，エステにアの象牙色であった．こ

になる．また，縦軸の y では 0.3333 より大きくなると

れらはいずれも重合前後で色がほとんど変わらないこと

黄緑色が増し，小さくなると赤紫色が増してくることに

がわかる．次の，1.5〜3.0（ noticeable ）の範囲の製品

なる．すなわち，x と y が共に 0.3333 より大きくなる

はエステニアの E3，パールエステの E2 と DA3，クリ

ときは，わずかに赤褐色がかった黄色が強くなることを

アフィルマジェスティの E，エステライトΣクイックの

意味している．特に，歯科材料は象牙色，エナメル色共

B3 であった．この程度の変色は臨床ではほとんど変化

に黄色から黄赤褐色方向の数値を示す製品が多いことが
この実験でわかった．

が わ か ら な い 範 囲 に 入 る． 色 差 の 値 が 3.0〜6.0
（ appreciable ） と な っ た の は ソ リ デ ッ ク ス の 59 と

一方，色の表示として L＊a＊b＊の表示法もあり，これ
を使用した論文も多数みられるが，今回は Y％xy 表示
法を使用した．その理由は前記 x，y が共に 0.3333 で白

A3B， グ ラ デ ィ ア の DA3， プ ロ シ モ の DA3， エ ブ リ

コードの E1，プライムアートの 59-ME と A3-B，ルナ
ウイングの DA3，ソラーレの B3，ライトフィルⅡA の

色（無彩色）になり，エナメル色など透明性があり，着

E1 と B3，エステライトΣクイックの A1，エステライ

色の淡い色の表示色を感覚的に想定しやすく適している

トフロークイックの A1 であった．これらは注意深く観

＊ ＊

＊

からで，a b で色彩を示すときの L は二次元表示する

察すれば色が変わっていることが判別できる．色差が 6
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〜12（ much ）の範囲の製品はグラディアの E3，プロ

イトフィルⅡP も 80〜120 と高い値を示している．その

シモの E3，ユニフィルフローの A1 と A4，ソラーレの

他の製品は 30〜80 の間であり，比較的軟らかいものが

A1，エステライトフロークの B3 であった．これら製品

多く，特にフロータイプはフィラーが少ないために硬さ

になると色が変わったことが重合前と並べてみると一見

が小さいと思っていたが，やはりかなり低い製品が 3 製

し て 判 別 で き る 状 態 に な る． ま た， 色 差 が 12（ very

品 6 種類あった．しかし，逆にかなり硬いものとしてエ

much ）以上の製品は，ルナウイングの E3，クリアフィ

ステライトフロークイック，エステライトΣクイックの

わったことがわかることになる．

概に軟らかいとはいえないこともわかった．しかし，長

ル AP-X の A2 と B3 であった．これらは容易に色が変

69〜97 の製品もあり，フロータイプだからといって一

色差 6 以上の製品では，重合前後で見た目でも透色が

期間口腔内で使用する歯科材料としては，プロシモやソ

変わったことがわかるため，あらかじめ変化を予測して

ラーレ，プライムアートなどの 32〜39 の軟らかい材料

おく必要がある．

は耐咬合圧や耐摩耗性の面で耐えられるかどうか，疑問

レジンの重合時の色の変化は未重合の状態では，充塡

を抱えながら使用することになるものと考える．

材であるシリカ粒子とマトリックス部のレジンとの間で

E．結

の，光学的な屈折率の不一致やマトリックスと粒子の間

論

の密着度が低いため，ストロボの光が入ってきても比較
的表面で乱反射をし，その値が表示される．ところが，

間接修復用コンポジットレジンと直接修復用コンポ

重合が終了するとレジンとフィラーの密着度が上がり透

ジットレジンの重合前後の Y％xy の変化とこれらの色

明度が増し，深いところまで光が入り反射してくるため

差ならびに硬さを調べ以下の結論を得た．

に，色として比較的安定すると同時に，無彩色の透明性
が増す傾向が強く出るようになるものと考える．

1．重合前の反射率（ Y％）は間接修復用コンポジッ
トレジンと直接修復用コンポジットレジンの間で差が認

この点は，加熱重合レジンを重合するとき，まず粉液

められなかった．一方，色度 x，y は直接修復用コンポ

混合をして，餅状の状態を想定すればわかりやすいが，

ジットレジンの方が間接修復用コンポジットレジンより

この状態ではかなりの不透明さがあるが，これを加圧し

値が大きく黄褐色が濃いことがわかった．

て加熱重合すると，透明性のある重合体になる．今回の
レジンも同様の現象が現れているものと考える．

重合後では重合前に比較して反射率では間接修復用コ
ンポジットレジンの方が直接修復用コンポジットレジン

これらレジン製品は色彩学的に天然歯の蛍光に似せる

より高い値であった．一方，色度 x，y 共に間接修復用

ために，修復レジンに蛍光剤が添加されている．これは

コンポジットレジンの方が直接修復用コンポジットレジ

自然光で歯を見たとき似た色彩にするためである．今回

ンより高い値を示し黄褐色が強かった．

のレジンの蛍光色が鮮やかな製品は間接修復用コンポ

間接修復用コンポジットレジンでは重合前後で黄褐色

ジットレジンでは，グラディアの E3 とプロシモの E3

から無彩色に近い色になった．一方，直接修復用コンポ

ならびにパールエステの E2，エブリコード E1 であっ

ジットレジンは黄褐色から淡黄色に変化し間接修復用コ

た5）．これら蛍光物質による色彩の変化は見た目にはほ

ンポジットレジンより濃かった．

とんどわからないが波長が短い 400〜405nm 付近の波長

色差と硬さは間接修復用コンポジットレジンと直接修

の光が多いと蛍光色が強く現れ ，黄色が増し一層鮮や

復用コンポジットレジンの間で差は認められなかった．

かに見えるようになる．このような観点から通常の太陽

2．間接修復用コンポジットレジンの全体の反射率

光で見るのと，ハロゲンランプ下で見るのとでは，基本

（ Y％）は象牙色の方がエナメル色よりも大きく，直接

的に光源による波長毎の強度が異なるため 400nm 付近

修復用コンポジットレジンでは逆にエナメル色の方が大

5）

の光量が，どの程度含まれているかにより，色の鮮やか

きかったが，例外はクリアフィルマジェスティのみで

さが異なり，見た目の色に違いが出てくるものと考える．

あった．

加熱重合レジンのヌーブ硬さは 16〜18 といわれてお

重合後の反射率は重合前より下がったが，間接修復用

り23），ビッカース硬さとの比較ではヌーブ硬さとほぼ同

コンポジットレジンのソリデックス，ルナウイング，直

じ値が出てくる24）ため，これらを参考に今回の間接修復

接修復用コンポジットレジンのライトフィルⅡA，ⅡP

用コンポジットレジンと直接修復用レジンを比較すれ

の 4 種は上昇した．

ば，硬さの低いものでは HV32 前後で加熱重合レジンの

3．色度 x 値では，すべての製品で象牙色の方がエナ

約 2 倍の硬さとはなるが，間接修復用コンポジットレジ

メル色より大きくなった．重合前後の比較では，エナメ

ンのエステニアやパールエステが 120 以上の高い値を示

ル色と象牙色共に重合後の方が値は小さくなった．逆に

し，直接修復用コンポジットレジンのクリアフィルやラ

重合後に値が大きくなったのは間接修復用コンポジット

間接修復用と直接修復用コンポジットレジンの重合前後の色の変化と硬さ

レジンでエステニア，パールエステ，直接修復用コンポ
ジットレジンでエステライトΣクイックであった．
4．色度 y 値では，エナメル色より象牙色の方が大き
く黄色味が強かった．重合前後ではエナメル色と象牙色
共に重合後の方が小さく紫色系へ変化した．ただし間接
修復用コンポジットレジンのエステニア，パールエステ
ではほとんど変化がなく，直接修復用コンポジットレジ
ンのエステライトΣクイックでは重合後の方が y 値が大
きくなった．
5．重合前後の色差の値が 3〜6 とかなり大きくなった
のは，グラディア，ルナウイング，ソラーレ，ライト
フィルⅡP があった．また，6 以上のものはエナメル色
のグラディア，プロシモ，ルナウイング，クリアフィル

AP-X，ユニフィルフローの，エステライトフローク

イックであった．

ほとんど変化しない 3 以下はエステニア，クリアフィ
ルマジェスティ，ライトフィルⅡP であった．
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今後の歯科医療における歯科技工士について
―女性歯科技工士が活躍できる労働環境の一考察―
岡田 香織1）

西崎

宏2）

都賀谷紀宏2）

Dental technicians in the future of dentistry
― A study on the working environment in which female dental technicians can play an active role ―
OKADA Kaori1），NISHIZAKI Hiroshi2），TOGAYA Toshihiro2）

本研究は，就業促進定着をはかる一手段として女性歯科技工士が活躍できる職場環境・就業条件の整備が有効
ではないかと考え，考察を行った．分析データには，厚生労働省が実施する国家統計調査の結果，日本歯科技工
士会が実施する歯科技工実態調査結果および全国歯科技工士教育協議会学校統計調査の結果を用いた．
その結果，入学生数は 2000 年より減少し，男女比率は 2016 年に逆転した．女性就業比率は 1996 年よりわず
かに増え，30〜34 歳は顕著であった．求人件数は，大幅な増加がみられたが，就業環境は整備されておらず時
間外手当支給なしが 34.1％であった．
今後老年層の退職により，歯科技工士の需要はより高まることが予測され，増加傾向にある女性の活用が必須
となる．ただし女性は，育児や介護をしながら働くことが多いため，整備された就業条件が必要であり，女性歯
科技工士が生涯を通じ働ける労働環境を検討することが課題であると考えられる．
キーワード：女性歯科技工士，労働環境，就業促進定着
The purpose of this research was to investigate the working environment and conditions in which female dental
technicians can work comfortably. We carried out the study using the national statistics of the Ministry of Health,
Labour and Welfare, and the actual situation of dental technicians of the Japan Dental Technician Association and
the National Dental Technician School.
The number of enrolled students and working dental technicians decreased from 2000, but the number of female

enrollments reversed in 2016 in terms of the male-female ratio. The number of female dental technicians employed

significantly increased among those aged 30-34 years old. The number of job offers has significantly increased.
However, the work environment has not been modified yet and 31.4％ of the workplaces have no overtime allow-

ance. In the future, dental technicians will retire due to old age, the demand for dental technicians will increase and
female dental technicians will be required.
Since women work while raising children and providing long-term care, an excellent working environment is required. Therefore, it is considered that female dental technicians need to find a working environment where they
can use their qualifications in their lives.
Key words：female dental technician, labor environment, employment promotion fixation

A．緒

言

年の 15 年間でおよそ 130 万人減少し，1 億 2616 万 7 千
人と報告されている．厚生労働省が発表した 2020 年 2

日本の総人口は，2019 年の国勢調査では，2004〜2019
大阪歯科大学大学院医療保健学研究科
大阪歯科大学医療保健学部口腔工学科
2021 年 1 月 15 日受付
2021 年 2 月 12 日受理

1）
2）

月時点の有効求人倍率の平均は「1.34」であり，働き手

今後の歯科医療における歯科技工士について

が不足している現状である．実際，平均を超える求人倍
率の業界も多い．2019 年 11 月の建築・土木・測量技術
者の有効求人倍率は「7.34」
，運輸・郵便事務の有効求人
倍率は「3.66」，医師・薬剤師の有効求人倍率は「4.66」
である．各業界は人材の確保のために，
「魅力ある職場
づくり」に重点をおき，女性の雇用を促進するうえで，
多様な働き方を推進し，働きやすさを感じる職場の提供
を検討している．たとえば，建築業界の人手不足は深刻
であるが，近年女性が増加し，女性向けの日常生活と仕
事や職場に関する意識調査1，2）などが実施されており，
女性の活躍に重点を置いて人手不足の対策の解消を試み
ている．
女性の社会進出に着目すると，共働き世帯数の増加
は，昭和 55 年以降年々増加し，平成 9 年以降の共働き
世帯数が，男性雇用者と専業主婦からなる世帯数を上
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表1

調査項目

1．歯科技工士の供給
ａ 歯科技工士養成学校数および定員
ｂ 歯科技工士入学生および卒業生数
ｃ 就業歯科技工士数
ａ）就業歯科技工士総数
ｂ）年齢階級別就業歯科技工士数
ｃ）新卒者における就業場所別就業者数
2．歯科技工士の需要
ａ 歯科技工士の就業状況
・就業場所別就業歯科技工士数
ｂ 歯科技工士の求人状況
・求人票における業種別就業者数
・歯科技工士新卒者における有効求人倍率
・全国歯科技工士養成校における求人票記載項目
ｃ 歯科技工士の労働条件
・歯科技工士の雇用環境

回っている3）．男女別若者の有業率においては，男性有
業率に大きな変化はないが，女性有業率は大幅な上昇傾

で，歯科技工士が継続して活躍できる環境について女性

向がみられる．なかでも，25〜29 歳の女性は，最近の

歯科技工士の観点から考察を行った．

20 年間で 17.8 ポイントの大幅な上昇を示している4）．

本論文では，厚生労働省が実施している国家統計調査

このように，今後も女性の社会進出は進むものと思われ

の結果ならびに全国歯科技工士教育協議会学校統計調査

る．女性の社会進出について，多くの研究が行われてき

の結果，日本歯科技工士会が実施している歯科技工実態

たものの，女性の社会進出の環境は整っていないと認識

調査結果，全国歯科技工士養成校で開示している求人票

されている．加地大輔 は，企業福利や保育サービスを

情報から，歯科技工士を取り巻く環境や労働条件・就業

整備することで女性の社会進出と出生率の向上が期待で

状態を整理し，つぎに女性の歯科技工士を取り巻く環境

5）

きると提唱している．つまり，女性の社会進出が期待で

や労働条件を明らかにするとともに，女性歯科技工士が

きなければ，今後も続く少子高齢社会をより加速するこ

活躍できる職場環境・就業条件の整備について考察した．

とになるだろう．

B．研究方法

一方，歯科保健医療の需要は，今後の人口動態（2025
年には団塊の世代が 75 歳を迎え，その後，高齢者人口
は 2040 年ころをピークに減少）に大きく影響を受ける．

1．分析に用いた資料

歯科医療を受ける高齢者は，日常生活自立度や疾患等に

分析資料には，厚生労働省が実施している国家統計で

よる全身状態，加齢に伴う口腔内変化の状況等がさまざ

ある衛生行政報告例 1994〜2018（平成 6〜30）年8），統

まであり，治療場所や内容等が多岐にわたると考えられ

計資料である全国歯科技工士教育協議会資料 1991〜

る．高齢者における歯科医療の需要は，従来の歯の形態

2019（平成 3〜令和 1）年の結果を用いた．併せて，歯

回復に特化した治療の需要だけでなく，機能回復や歯科

科技工士の需要に関する実態の経年推移を把握するため

疾患等の予防に対する需要も増し，診療所以外の治療も

に日本歯科技工士会が実施している歯科技工実態調査結

考慮することが求められ，歯科医療の補助者としての歯

果9）を用いてグラフ化し，その経時的変化について分析

科技工士に求められる業務内容が増えると考えられる．

を行った．また，歯科技工士養成各校における求人票記

しかしながら，歯科技工士就業数の減少は周知の通り

載項目について分析を行った．

であり，歯科技工士養成校数および入学者数の減少の状
況は深刻である6）．そのような状況のなか，女性歯科技

2．調査項目

工士の就業者はわずかではあるが増加傾向である ．こ

調査項目は，歯科技工士の供給に係わる項目（歯科技

のことから，歯科技工士就業数の減少をくい止め，就業

工士養成校数，入学生数，就業者数）と，需要に係わる

促進定着をはかる一手段として，女性歯科技工士が活躍

項目（歯科技工士の就業状況（就職先別，労働条件），各

することのできる職場環境・就業条件の整備が必要と考

種養成校における求人項目）とに分けて検討した（表 1）
．

7）

えられる．しかし，現状では女性歯科技工士について具
現化できるような研究はほとんどなされていない．そこ
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図1

歯科技工士養成校数および入学生数と定員の推移

（全国歯科技工士教育協議会資料 1991〜2019 年より作成）

図3

就業歯科技工士数推移

（厚生労働省衛生行政報告例
（就業医療関係者）
1994〜2018 年より
作成）

C．結

果

図2
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女性歯科技工士入学生および卒業生割合の推移

（全国歯科技工士教育協議会資料 2002〜2019 年より作成）

図4

就業歯科技工士数男女別推移

（厚生労働省衛生行政報告例（就業医療関係者）
1996〜2018 年より
作成）

する女性比率は，14.5％増え 52.3％であった（図 2）
．
女性卒業生数は，2002〜2019（平成 15〜令和元）年
の 17 年間で 545 人減り 417 人であり，同期間での卒業

1．歯科技工士の供給について

生数に対する女性比率は，11.9％増え 51.9％であった．

a．歯科技工士養成学校数および定員の推移

つまり，全入学生のうちの女性入学生・卒業生の割合

1930（昭和 5）年より本格的な歯科技工士養成が始

は，17 年間で徐々に増加してきており，入学生につい

まった10）．全国の歯科技工士養成校は，ピーク時には

ては 2016 年に，卒業生については 2019 年に男女比率が

72 校あったものが，2000 年以降減少し続け，2019 年に

逆転した（図 2）
．

は 47 校であった．また，全国の歯科技工士養成校の定

c．歯科技工士就業者数の推移

員は，2000〜2019 年の 19 年間で学校総数の減少に伴い

a ）就業歯科技工士総数と女性就業歯科技工士数

1,329 人減り，2019 年には 1,609 人であった（図 1）
．

就業歯科技工士数についてみてみると，2000（平成

b．歯科技工士入学生数および卒業生数の推移

12）年にピークの 37,244 人であった．その後減少の一

1994（平成 6）年に 3,150 人であった歯科技工士入学

途をたどっており，2018（平成 30）年までの 18 年間で

生数は，2000（平成 12）年以降，著しい減少が認めら

2,776 人減り 34,468 人であった（図 3）
．同期間における

れ，2019（令和元）年までの 19 年間で 2,003 人減り 927

女性就業歯科技工士数は，1,748 人増えており 6,810 人

人であった（図 1）
．男女別統計が実施されているのは，

で あ り， 全 就 業 歯 科 技 工 士 数 に 対 す る 女 性 比 率は，

2002（平 成 14） 年 か ら で あ る が， 女 性 入 学 生 数 は，

5.9％増え 19.8％であった（図 4）．

2003〜2019（平成 15〜令和元）年の 16 年間で 459 人減

b ）年齢階級別就業歯科技工士数

り 485 人と大幅に減少したが，同期間での入学生数に対

図 5 は就業歯科技工士数推移を年齢階級別比率で示し

今後の歯科医療における歯科技工士について

図5

就業歯科技工士年齢階級別推移

（厚生労働省衛生行政報告例（就業医療関係者）
1994〜2018 年より
作成）

図7

新卒者就業場所別歯科技工士割合

（全国歯科技工士教育協議会資料 1990〜2017 年より作成）

図6

年齢階級別にみた就業女性歯科技工士割合

図8

就業場所別歯科技工士割合【女性就業者数】
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（厚生労働省衛生行政報告例（就業医療関係者）
1996〜2018 年より
作成）

（厚生労働省衛生行政報告例（就業医療関係者）
1996〜2018 年より
作成）

ている．若年層の比率が減少し，高齢化が進んでいるこ

2．歯科技工士の需要について

と が わ か る． こ の う ち，25 歳 未 満 女 性 就 業 者 数 は，

a．歯科技工士の就業状況の推移

1996〜2016（平 成 8〜28） 年 の 20 年 間 で 789 人 減 り，

就業歯科技工士の就業場所についてみてみると，全就

925 人であった．しかし就業歯科技工士の女性比率に目

業者数のうち 60％以上が歯科技工所に従事していた．

を向けてみると，25 歳未満の女性比率は 13％増の 50％，

病院・診療室に従事する就業者数に対する女性の割合

30〜34 歳の女性比率は 22％増の 33％と増加傾向は顕著

は，1996〜2018（平 成 8〜30）年 の 22 年 間 に 11％ 増

であり，全体としてわずかな増加が認められる（図 6）
．

え，30％と増加傾向を示している（図 8）
．また，病院・

c ）新卒者における就業場所別就業歯科技工士数

診療室に従事する女性就業者数は，上記期間の 22 年間

図 7 に新卒者就業場所別歯科技工士割合を示す．これ

で 86 人減ったが 2,688 人と大きな変化は認められない．

ら の う ち， 新 卒 者 の 歯 科 技 工 所 就 業 者 数 は，1990〜

b．歯科技工士の求人状況の推移

2017（平 成 2〜29）年 の 27 年 間 で 653 人 減 り，577 人

歯科技工士の求人者数は，2002〜2017（平成 14〜29）

（2017 年時点）であった．新卒者の歯科医院就業者数

年の 15 年間で大幅に増加している．なかでも，歯科技

は，同期間の 27 年間に 937 人減り 129 人であった．新

工所の求人者数は増大し，企業，その他の求人もわずか

卒者の歯科技工所に就職する割合は，上記同期間の 27

ではあるが増加傾向を示した（図 9）．

年間に 17.8％増え 62.8％であり，歯科医院に就職する割
合は 25.0％減り 14.0％であった（図 7）
．

有効求人倍率は，2002（平成 14）年で 4.37 倍であっ
たが，15 年間で著しい増加を示し，2017（平成 29）年
で 26.98 倍 で あ っ た（図 10）
． 母 数 は， 卒 業 生 か ら 進
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図9

求人機関別求人歯科技工士数変化

（全国歯科技工士教育協議会資料 2002〜2017 年より作成）

図 10

記載詳細

表3
条件該当（校）

採用人数
休日

女性表記あり
週休二日制
完全週休二日制
記載なし
時間外勤務 欄なし
記載
有無の記入欄あり
時間外勤務の時間，金額の両
方が明記されている

3
13
6
1
2
50
10

（歯科技工士養成校（53 校中）2018 年時点求人票より抜粋作成）

学・専攻科を引き算出した概数を用いた．
歯科技工士養成校 53 校中における求人票の記載事項
の主なものを，表 2 に示した．これらの内，採用欄に女
性表記があったもの 3 校，休日の記載がなかったもの 1
校，時間外勤務時間・金額の両方の詳細がなかったもの
が 43 校あった．このような求人票は，記載欄不備を有
するとみなすことができる．
c．歯科技工士の労働条件
歯科技工士実態調査 2018 における歯科技工士の労働
条件を，表 3 に示した．これらのうち，完全週休 2 日と
週休 2 日のもの 47.9％，1 週間の残業を含めた就業時間
の平均は 59.6 時間，直近 1 年において健康診断受診を
受けたことがあるもの 68.5％，書面による労働契約を結
んでいないもの 48.0％，時間外手当の支給を受けていな
いもの 34.1％であった9）．そのうえ，各種休暇制度「育

歯科技工士の有効求人倍率

（全国歯科技工士教育協議会資料 2002〜2017 年より作成）

表 2 歯科技工士求人情報
求人票項目
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歯科技工士雇用環境アンケート項目

雇用環境アンケート項目一部抜粋

回答割合

共通項目（n＝898）
休日

完全週休 2 日
週休 2 日
週休 1 〜 1.5 日
日祝のみ
1 週間の就労時間の平均
残業を含める
健康診断受診の経験（過去 受けたことがある
1 年）
受けていない

26.3％
21.6％
16.2％
16.5％
59.6 時間
68.5％
30.3％

勤務者項目（n＝513）
書面による労働契約の締結 結んでいる
状況
結んでいない
歯科技工以外の業務
歯科技工所勤務
歯科医院勤務
歯科技工以外の業務内容
営業外交
時間外手当
固定制
歩合制
時間制
支給されていない
育児休暇（休業）制度
ある
ない
わからない
産前・産後休暇
（休業）制度 ある
ない
わからない
介護休暇（休業）制度
ある
ない
わからない

48.0％
48.0％
40.6％
29.6％
48.1％
19.1％
5.7％
36.3％
34.1％
37.8％
25.5％
32.0％
39.4％
23.0％
31.6％
19.7％
28.5％
45.8％

（歯科技工士実態調査報告書 2018 一部抜粋より作成）

児休暇（休業）制度（以下，育休），産前・産後休暇
（休業）制度（以下，産休）
，介護休暇（休業）制度（以

上の勤務を行っていることがわかる．かつ歯科技工士全

下， 介 護 休 暇 ）」 の 有 無 が わ か ら な い も の は， 育 休

体の 3 割程度は週休 2 日でない，書面による労働契約締

32.0％，産休 31.6％，介護休暇 45.8％であった（表 3）．

結がない，健康診断を受けていない，時間外賃金が支給

要するに，歯科技工士の大半は，1 週間に 40 時間以

されていない，各種休暇制度の理解をしていないものが

今後の歯科医療における歯科技工士について
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女性歯科科技工士の労働環境

自営者項目

自営者全体の回答割合

女性専用トイレある
女性専用更衣室ある

2012 年（n＝405）

2015 年（n＝255）

2018 年（n＝226）

24.9％
25.4％

17.6％
18.8％

26.5％
26.1％

2015 年（n＝287）

2018 年（n＝195）

12.5％

22.6％
23.6％
14.4％

育児休暇（休業）制度あり
産前・産後休暇（休業）制度あり
介護休暇（休業）制度あり

7.3％

（日本歯科技工士会歯科技工士実態調査報告書 2012，2015，2018 年より作成）

存在することがわかる．
このように歯科技工士の労働環境現状は決してよいと
はいえないが，しかし表 4 にみられるように，女性歯科
技工士の労働環境においては，2015〜2018（平成 27〜
30）年の 3 年間で，女性専用トイレの設置あるものが
8.9％増えて 26.5％，女性専用更衣室の設置あるものが
7.3％増えて 26.1％と，わずかながら改善される方向性
を示していると考えられる（表 4）
．

D．考

察

1．歯科技工士の供給について

図 11

ここでは，女性歯科技工士の就業に焦点をあてて考察

専門学校の医療別学生・生徒数状況

（全国学校法人立専門学校協会会報 2012〜2019 年より作成）

する．
a．歯科技工士入学生数および卒業生数
歯科技工士養成校数および入学生数は減少傾向を示し
た（図 1）．全国専修学校各種学校総連合会 は，専門
11）

学生・生徒は，卒業後の就職を考え学校選択し，就業に
対して期待が高いのではないかと考えられる．

学校の分野別学生・生徒数の調査において，医療系分野

図 2 から明らかなように，入学生および卒業生の女性

では，2012〜2019（平成 24〜令和 1）年の 7 年間で専修

割合は増加傾向が認められる．山本14）は，女性の四年制

学校・専門学校の学生・生徒数は 6,062 人減り 195,961

大学進学率の上昇とともに，従来は女性比率が低かった

人と報告しており，各種専門学校の学生・生徒数は，減

分野に進学する女性も増加していると報告しており，こ

少していることが認められる12）．このことは，歯科技工

のことは，歯科技工士養成校にみられる女性の入学生・

士養成校入学生数にみられる減少傾向と類似している

卒業生の増加傾向と一致している．

（図 11）．これらから，今後も入学生数増加の見込みは
少ないことが予想できる．

以上のことから，女性は，将来の就職の安定を求め進
路選択を行い，男性が多くを占める歯科技工士業界に高

また，図 2 に示したように，入学生・卒業生の女性比

い就業意識をもち入学してくると考えられ，歯科技工士

率は，17 年間で徐々に増加してきており，入学生につ

養成校入学生に対する男女比率は現状維持されると推測

いては 2016 年に，卒業生については 2019 年に男女比率

される．

が逆転したことがわかる．つまり，入学生数の増加は容

b．歯科技工士の就業状況について

易でないなかでの女性入学生・卒業生の割合増加が認め

図 3 に示すように，就業歯科技工士数は減少傾向を示

られる．この割合増加の一因として，図 10 に示してい

すが，女性就業歯科技工士数はわずかに増加傾向であっ

るように，有効求人倍率が非常に高い（26.98 倍）の

た．しかも，各年齢別の女性比率は，どの年齢階級にお

で，希望する就職をしやすいと考えたからではないかと

いても増加がみられた（図 6）
．女性が出産・育児・介

思われる．また，濱中13）は，専門学校を選ぶ女性生徒の

護などの影響を受ける年齢階級においても女性比率は増

就業意識は高い傾向があると述べていることから，女性

加しているといえ，今後もその比率は増加していくと考
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えられる．そのため，この女性に対する支援の充実を検

科技工士に戻る可能性は低いと考えられる．しかしなが

討する必要があると思われる．なぜならば，歯科技工士

ら，武石16）は，初職継続者は，結婚・出産後にも仕事を

の就業状況に関する研究において須田15）は，
「女性歯科

続けたいという意欲が高い傾向があると述べていること

技工士はＭ字カーブ（結婚・出産期に当たる年代にいっ

から，復職を促すよりも，いかに辞めさせず，継続就業

たん低下し，育児が落ち着いた時期に再び上昇する）は

させるかに焦点をあてるのがよいと考えられる．

認められず」と述べており，出産・介護などのライフイ

海外での女性歯科技工士の就業状況を見てみると，ア

ベントに当たる年代の多数が離職して女性歯科技工士の

メリカでは約 42％17），オーストラリアでは約 36％18）を

復職が期待できないならば，歯科技工士総数は激減する

女性歯科技工士が占めており，わが国に比べその割合が

ことが予測されるからである．

高く，また，セルビアでは約 70％と圧倒的に女性歯科

現状の歯科技工士勤務条件は，表 3 に示したように厳

技工士の方が多い19）．このような状況から，歯科技工士

しい．この調査において，各種休暇制度については，勤

は女性にとって比較的選択しやすい職種であるといえる

務者が各種休暇を取得しているかいないかを調査したも

のではないかと思われる．

のではなく，休暇制度自体の有無についての実態調査で
あることに注目したい．

2．歯科技工士の需要について

一般に，産後休暇は労働者本人の請求の有無に関係な

ここでは，女性歯科技工士の社会的な立場を検討する．

く与えられなければならないものであり，労働者本人が

a．歯科技工士の就業状況

就業を希望しても取得しなければならない強制休暇であ

図 7 に示すように，歯科技工所に就職する新卒者割合

る．また育休・介護休暇は，
「育児休業，介護休業等育

が 60％を超えることは，求人機関別比率で歯科技工所

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」で労

が 80％以上を占め圧倒的に多いこと（図 9）によると思

働者の権利として取得できることが定められている．い

われる．

ずれも取得する権利のある労働者が会社に「申し出」す

図 8 に示す結果では，安藤ら20）の歯科技工士の復職支

ることが必要であり，たとえ就業規則において育休や介

援に関する研究と同じような傾向がみられた．そして，

護休暇に関する規定が定められていなくても，取得の申

病院・診療室に従事する女性の就業者数は，1996〜2018

し出は受けなければならないのである．つまり，各種休

（平成 8〜30）年の 22 年間で 86 人減ったが，2,688 人と

暇制度は，条件に該当したからといってすべてが自動的

大きな変化はみられない（図 8）．

に発生する休暇ではないのであり，労働者本人が取得で

赤川21）は歯科技工所勤務に比べて歯科医療機関勤務は

きる決定権を持っている．しかしながら，この調査で制

就労時間が短いと報告している．工藤22）は，退社時間が

度が「ない」と回答している者は，この制度に関する知

明確な時間制「歯科技工助手（歯科技工士免許保持者）」

識がない，知っていても休暇をとりにくいと感じている

制度を報告しており，女性歯科技工士はすべてこの制度

のではないかと考えられる．

を選択していると述べている．これらの報告から，女性

ちなみに健康診断は，会社へ法律上の実施義務が課さ

歯科技工士は，勤務時間が明確な状態を選ぶ傾向がある

れているだけでなく，従業員にも会社が行う定期健診を

と考えられ，就職先の決定要因の重要なことの一つとし

受診する法律上の義務が課され，受診を拒否しようとす

て勤務時間が明確であることがあげられる．すなわち，

る場合は，自分で受診した健康診断の結果を会社に提出

病院・診療所は，歯科衛生士が勤務する女性の多い職場

しなければならないのである．

環境であるため，明確な勤務時間の表示があり，かつ柔

この調査の歯科技工士就業実態においては，法律的に
も課題があるのではないだろうか．すなわち，各種休暇

軟な勤務をしやすい環境が整備されていることが考えら
れる．

制度も保障されていない現実がある中では，女性歯科技

このように，明確な勤務条件を求めることは，共働き

工士にとって，不満を感じる傾向があるのではないかと

世帯の増加が背景としてあると思われる．女性の共働き

思われる．

について，多くの研究の蓄積がある．石田23），久保24），

実際，歯科技工士就業の要因分析において須田 は，

筒井25）らの先行研究が示しているのは，女性は，男性に

15）

79.4％の者が 20 歳代で離職をしており，そのうち 51.1％

比べて育児や家事などの負荷がかかるなど家庭環境の影

の者が 20〜25 歳未満で離職していると報告している

響を受けやすいということである．これらのことから，

（回収率：14.9％）
．この調査回収率の低さ から判断す

就業時間が明確で労務条件の安定がなければ，女性側は

15）

れば，歯科技工士そのものに興味がないことの表れと考

家庭か仕事かという二者択一の選択を迫られ，家庭との

えられることから，歯科技工士を離職する女性は，離職

両立が厳しいのではないかと考えられる．また石田23）

の決断を 20 歳代までの期間で行っており，復職して歯

は，
「出産や育児は社会を維持するために最も重要な活
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動の一つであることは間違いないが，そのためにかかる

り（図 5），歯科技工士全体の需要は，老年層の退職が

時間や労働力などの費用は圧倒的に子を持つ既婚女性に

増えることでより高まり，歯科技工士の供給が求人状況

よって負担されているのが現実である．出産や育児への

に対応できないレベルになることが予測される．

政策的なサポートは，このように既婚女性に非対称にか

求人票においては，求人票の記載欄不備がみられた

かる負担を性別や既婚・未婚の別を問わず社会全体であ

（表 2）．これらのうち，求人票の記載欄における採用欄

る程度均等に負担していこうという試みである」と述べ

の女性表記は，業務上の必要性などで合理的な理由があ

ている．言い換えれば，既婚女性は，家庭環境の影響を

る場合を除いて男女雇用機会均等法上問題となる．ま

受け負荷がかかる状態であるので，労働環境においては

た，休日は，労働者には少なくとも毎週 1 回の休日を与

皆で負担し，就業を継続することを優先させるといえ

えることが労働基準法で定められている．休日の記載が

る．この既婚女性のみを支援することについては，反論

ないことは，法律上問題となることである．そのうえ，

があるだろう．しかし，歯科技工士免許を取得するため

歯科技工士会の呼びかけが実施されているなか，労働条

教育投資をしてきた女性を，歯科技工士業界全体として

件通知書（雇用契約が成立したら主要な労働条件を労働

支援することで離職することなく就業を継続できれば，

者に明示することを使用者に要求している書面）による

結果として就業歯科技工士者数が増加することに繋がる

労働条件の提示が半数近くで行われていない現状（表

と考える．以上のことより，今後も増加する女性の勤務

3）であり，労働者の多くが明確な労働条件を確認して

者は，就業に対する意識向上はあるものの時間を超過す

いない就業状態であった．

る勤務までは望んでいない，プライベートな時間を重視
せざるを得ない傾向が強いと予想される．
歯科技工士のやりがいについて，いくつかの報告があ

これは，雇用者の大半が，労働条件に対する意識が薄
く，過去の労働観に基づいているからだと思われる．労
働者は，立場の弱いものであり労働契約の締結がない状

る7，26）．これらの先行研究では，歯科技工士のやりがい

態であるならば，労働者自身が保護されていると感じが

の有無は歯科医師との意思疎通が関与すると報告してい

たいのである．たとえば，表 3 に示すように，時間外手

る．なお，歯科技工士の養成・確保に関する検討会7）

当の支給されていないものは，3 割近くとおよそ 3.3 人

は，若い時に仕事内容と給与・待遇面に不安があるとラ

に対して 1 人である．この時間外労働は，残業代につい

イフイベントを機に離職する者が多いことを指摘してい

て何も書かれていない場合でも労働基準法によって定め

る．これらの一因として，養成校在学中に臨床実習がな

られた残業代および割増手当は支払われるものであり，

い状態で，卒業後すぐに即戦力を求められることが負担

支払われなかった場合でも残業代請求をすることができ

となり不安があるのではないかと考えられる．歯科技工

る手当である．近年働き方改革が提唱されており，多様

士離職の要因分析において須田16）は，女性は，免許取得

な働き方を受け入れ改善するために時間外労働の上限規

後に歯科技工士として働き始めた 1〜2 年目の時に日々

制を導入しているのである．過去の労働観に基づくやり

の業務に対して不満を感じている傾向があると述べてお

方は働き方改革の流れに逆行していると考えられる．

り，統一された技術の評価制度がない現状では，歯科技

よって，記載不備のある求人票（表 2）は，法律認識不

工士として働き始めた時に日々の業務に対して不満を持

足の就業者に不利益を生じさせていることが明らかであ

ちやすいと思われる．つまり，手を動かすだけでなく，

り，就業状態が良好とはいえない．

症例に応じて技工物を自身で考え，作ることが歯科技工

基本的に労働条件は，求人票よりも労働条件通知書に

士にとってのやりがいの重要な一つとして必要なのであ

書かれた内容が優先するとされるが，労働契約の締結が

り，それには充分な知識と，いつでも歯科医師や患者の

ない状態ならば，求人票の内容は重要なものであり，求

意見が聞ける環境が必要であると考えられる．ただし，

人票の食い違いによるトラブルを避けることに繋がると

安定した労働環境がないと判断した時点で歯科技工士は

考えられる．このため，求人票の整備が必要であると考

離職を検討していると思われる．

えられる．雇用者の大半が労働条件に対する意識が薄い

要するに，特に女性は職場選択について賃金のみで選

とするならば，整備された求人票に記載欄通りに記入を

択するのではなく，むしろ勤務時間や労働条件，やりが

行うことで，求人側が詳細を記入しやすくなり，結果と

いの充実が優先されているのではないかと思われる．

して，労働条件の整備に繋がると考察する．

いかに業界で，やりがいを感じ活躍する環境を与える
かが課題である．

なお，表 4 に示すように，女性歯科技工士の労働環境
は，わずかな改善が認められるが，女性専用トイレおよ

b．歯科技工士の求人状況

び更衣室の設置は 4 人に 1 人であるため，労働環境の充

歯科技工士の求人状況は，著しい増加を示している

実の必要があるだろう．

（図 9，10）．一方，就業歯科技工士の高齢化が進んでお
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3．新たな登録システムの提言

工士数の割合は，ともにわずかではあるが増加傾向にあ

ここでは，女性歯科技工士が活躍できる労働環境に焦

り，特に 30〜34 歳の女性においてはその傾向は顕著で
あった．

点をあてて考察する．
これまで，女性歯科技工士が就業するうえで，就業条

記載不備のある求人票（表 3）によって，法律認識不

件の重要性を述べてきた．では女性は，整備された就業

足の就業者に不利益が生じていることが明らかであっ

条件があれば活躍できる環境といえるのであろうか．実

た．今後女性歯科技工士の労働環境を検討するうえで

際，女性は，勤務にあたり問題になったこととして，子

は，女性の支援再検討，就業促進定着を促す，やりがい

供の病気をあげるものが多く報告されている5，27，28）．す

の充実，就業状態の改善および従来の求人票の再考など

なわち，女性（特に既婚女性）には，急に欠勤せざるを

が重要なポイントとなると考えられる．

得ない状況に陥ることがあり，このことが業務負担の問

併せて，一提言として，歯科技工技術の平準化を行

題となりうることを意味している．歯科技工業務の場

い，登録制にすることで柔軟な勤務が可能になり，復職

合，その業務が個人の技術・技能のレベルに負うところ

応援システムとして構築することが可能となると考えら

が多く，担当者が変われば，その製作物の品質に大きく

れる．

影響することがある．このようなことが，特に女性歯科

このような，整備された就業条件が整うことで，女性

技工士には就業のしにくさや復職の障害となっているよ

歯科技工士が生涯を通じ働ける労働環境の改善に繋がる

うに思われる．しかし，歯科技工業務は対人業務でない

と考える．

ため，歯科技工士が変わっても業務レベルに差異が出な
ければ，顧客満足度が下がることはないとの見方も可能
である．業務レベルに差異がなく顧客満足度を下げない
システムがあれば，女性歯科技工士にとっても働きやす
くなると考えられる．このように考えた場合の課題は，
顧客満足度に影響が出ないように，いかにして業務レベ

本論文の執筆にあたり，多くの方にご支援いただきました．
大阪歯科大学医療保健学部の諸先生方には，多くのご指導
をいただきました．心から感謝申し上げます．
最後に，所属する医療保健学研究科のみなさまには多くの
ご支援をいただきました，お礼申し上げます．

文

ルに差異を生じさせないかということになる．
この課題の解決法としては，歯科技工技術・業務の平
準化があると考えられる．技術・業務の平準化について
は，大野29），糸久ら30）など多数の報告があり，トヨタ生
産法を行ううえでの前提条件として考えられてきたが，
近年業務の平準化についての研究も多く報告されてい
る31，32）．この技術の平準化を歯科技工業務においても利
用できるのではないかと考える．そのためには，統一さ
れた技術の評価システムが必要である．しかし，このよ
うな評価システムは存在しないため，歯科技工士会や歯
科技工所協会などの業界団体による統一された技術の評
価が行えれば，歯科技工技術の平準化をすることとな
り，この評価による給与の設定も行うことが可能となる
と考える．そして，個々の歯科技工士が評価レベルで登
録することで柔軟な勤務形態が可能になり，業務レベル
に差異が生じにくいと考察する．このような，登録制シ
ステムにすることで，離職した歯科技工士に対する復職
応援システムを構築することも可能となると考える．な
お具現化した評価システムについては今後の検討課題と
したい．

E．結

論

本研究結果から，歯科技工士養成校への入学者減少が
加速している現状のなか，入学生，就業者の女性歯科技
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保険導入されたチタン鋳造冠の最新情報
朝日大学歯学部口腔機能修復学講座 歯科理工学分野

玉置

幸道

はじめに
今号では【歯科技工最前線】のコーディネーターとして， 保険導入後に 1 年を迎えたいま

をテー

マにチタン鋳造冠を特集しました．チタン鋳造冠の保険導入に関しては末瀬会長が 42 巻 1 号で大規模
なアンケート調査を敢行され，詳細な結果・分析を報告されています．特集の扉を執筆するにあたり，
参考資料として拝読させていただきました．率直な読後感を述べますと，全体を通して新たな保険適用
材料登場の必然性を許容する一方で，その代替ともいうべき材料がチタンであることに手放しでは喜べ
ないといった，なんとも言えぬもどかしさを感じました．筆者はチタン鋳造研究が活発であった初期に
一研究者としてかかわっていた関係から「チタン鋳造冠では適用がむずかしい」という意見が多いだろ
うということも予想はしていました．
ところが，年度末に静岡で開業している同級生と電話で他愛のない話をしているさなかに，たまたま
「金銀パラジウムが高騰してたいへんでしょ？」と課題を振ったところ，
「すべてチタン鋳造冠に切り替
えた」，という話を聴き，驚愕いたしました．芳しくない評価が多かったさなかに，なぜそこまで？と
いう素朴な疑問が湧き，まだよく知られていない側面があるのかとの思いに駆られました．そこでチタ
ン鋳造冠の実情を知るための情報収集を行い，それらを読者へ提供することも兼ね，実際に技工物を歯
科医院に提供しているメーカー協力を要請し，特集を組むことにいたしました．
金属材料の衰退とセラミックスの躍進
今回の導入の引き金となったのは，言わずもがなの金銀パラジウム合金，とりわけパラジウム，金の
想像を絶する高騰であります．加えて昨今の CAD/CAM 技術の急速な技術成長・開発に伴い，生体親
和性は優れるが加工に難があり，しかも脆性（もろい）と定評のあったセラミックス材料が，高強度で
靭性にも優れるアルミナやジルコニアの台頭により大きく脚光を浴びるようになったことも一因であり
ます．
図は日本歯科理工学会学術講演会における平成元年と平成 31 年の金属系の研究発表数です．元年か

図

日本歯科理工学会での金属関連発表演題数の比較

保険導入されたチタン鋳造冠の最新情報

ら 30 年後の演題数を比べると減少幅が大きく，チタン以外の研究発表がほとんどなくなっていること
も明白で，また元年ではチタンは鋳造加工，補綴応用の研究が大勢を占めていたのですが，31 年には
インプラント（生体埋入材料）としての，オッセオインテグレーションの早期獲得のための表面化学修
飾法，表面性状など，いわゆる生物学的な研究発表がほとんどとなっていました．
金銀パラジウム合金の代替材料
金銀パラジウム合金は長年にわたり補綴・修復処置を支えてきた唯一無二といえる貴金属系保険適用
材料であります．それでも資源に乏しいわが国では原材料を輸入に依存せざるを得ない厳しい現状があ
り，情勢次第で今後も安定供給には不安が残ります．筆者が歯学を学んだころは，噛む箇所は強度が要
求されるため金属でないと……という時代でありました．金属材料は特異な色調や腐食・溶出による生
体為害作用等が弱点ですが，一方では他を寄せ付けない靭性の大きい（壊れにくい）材料として口腔内
における存在価値は完全に失せたわけではありません．そこで色調はともかく，鋳造床やインプラント
埋入材料に代表され，生体親和性に関して秀逸な金属材料と定評のあるチタンが着目され，臼歯鋳造冠
の保険導入となりました．
しかし，金銀パラジウム合金での手法を踏襲してのチタン鋳造加工は不可能なため，高額な設備投資
や，チタン鋳造冠の受注率などを含めて導入に懐疑的な見方もあったようです．このあたりは 42 巻 1
号のアンケート調査結果でも多くの意見があり，現状を垣間見ることができます．
特集の読みどころ
クインテッセンス出版から『チタンの歯科利用』が出版されたのが 1988 年．昭和 63 年でありまし
た．いま改めて読み返してみても質の高さを窺い知ることができ，歯科補綴修復材料として必要な研究
はこの時期にほぼ着手されていたのがわかります．
筆者がチタン鋳造の研究で米国・シカゴに渡ったのが 1990 年で，留学先のノースウェスタン大学歯
学部生体材料学分野（ Biological Materials ）には歯科材料学で有名なスキンナーラボがあり，チタン鋳
造の黎明期をリードした遠心型のチタニューマー（オハラ），加圧型のキャストマチック（岩谷産業）
が装備され，当時の米国ではチタン鋳造の先駆的な研究拠点となっていました．あれから 30 年以上が
経過し，時代も令和へと変遷した昨年に保険導入されたことを想うにつけ，感慨深いものがこみ上げて
きます．
時代は 21 世紀へと移り，アナログの鋳造加工からデジタルの自動制御・自動設計へという技術革新
が急速に進行していくこと自体は自然なことと思います．それでも「歯科材料に絶対なものはない」よ
うに，加工技術でもそれだけですべてをカバーできるわけではないと思います．一つ抜きんでたところ
があれば，どこかで劣るところもあるのは世の常でもあります．本編では鋳造冠ならではの……，鋳造
冠でないと……という鋳造ならではのアドバンテージも執筆者から紹介されております．ぜひ，そう
いった観点からも本特集を読んでいただければ幸いです．
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チタン鋳造冠の製作
有限会社大津チタン

大伴

崇
チタン鋳造冠が 2020 年 6 月 1 日に保険導入されてか

A．はじめに

らは，歯科医師や技工所からの問い合わせが増え，チタ
ン鋳造冠の依頼も徐々に増えている状況である（図 1）
．
保険導入されたチタン鋳造冠について，私の臨床経験

弊社は，35 年ほど前にチタン鋳造器を導入し，現在
に至るまでチタンを使用した補綴物の製作に取り組んで

と若干の考察を加えて記述させていただく．

きた．当初チタン鋳造冠の需要は金属アレルギー症状の
ある方だけで，症例数は年間で 1 〜 2 症例程度であった．

保険適用の内容
1．保険適用日
2020 年 6 月 1 日（月）
2．材料名
純チタン 2 種
3．実施上の留意事項，材料点数
（1）純チタン 2 種の全部金属冠により大臼歯の歯冠修復を行った場合は，
区分番号「M015-2」に掲げる CAD/CAM 冠に準じて算定する．
（準用技術料）
M015-2
（2）使用歯科材料

CAD/CAM 冠

1200 点

66 点

4．材料価格算定に関する留意事項
全部金属冠による歯冠修復を目的として大臼歯に使用した場合に限り
算定できる．
5．特定保険医療材料の定義
次のいずれにも該当すること．
（1）薬事承認又は承認上，
類別が「歯科材料（1）歯科用金属」であって，
一般的名称が「歯科鋳造用チタン合金」であること．
（2）JIS H4650 第 2 種に適合するものであること．
（3）大臼歯の全部金属冠による歯冠修復に用いるものであること．
6．その他
（1）5 月 13 日の中央社会保険医療協議会（中医協）総会資料にある金
属アレルギーを有する患者等に関する記載はありません．
（2）鋳造用ではなく CAD/CAM 用の材料を用いた場合は保険算定でき
ません．
図1

チタン鋳造冠の保険適用の内容

チタン鋳造冠の製作

図 2 スプルーリング
マージンを湯流れの方向に向ける．移行するところを
鋭角にしない．
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図 3 埋没材
鋳巣や鋳造トラブルに大きく関わってくるため，メー
カー規定の時間を必ず守る．
特徴：溶湯チタンとの反応が少なく，混水比で膨張率
を調整できる．電気炉への負担が少ない 850℃での焼却
が可能で，本加圧鋳造式に適した低通気度である．鋳造
後の割り出し作業が簡単に行える．

図 4 埋没前
リングの上面から 5 mm ぐらい埋没材の厚みを要する．

B．チタンによる鋳造冠製作の現状

図 5 鋳造
金属がしっかり溶けるようにするためにメンテナンス
が重要．

製作工程としては，金銀パラジウム合金全部金属冠同
様で，印象採得→模型製作→ WAXUP →埋没→鋳造→研
磨の順で進めていく（図 2 〜 7）．
機材は，アイキャストのシンビオン鋳造器を使用して
いる（図 8）．過去に使用していた機材では，よい鋳造
体を得ることが困難で，鋳巣の発生率が高く何度も鋳造
して，その中の一つを提供するという状況だった．
現在は，シンビオンキャストを開発されたアイキャス
トの中井藤雄氏の努力とご指導により，かなり安定した
鋳造体が得られるようになった．中井藤雄氏は，40 年
前からチタンを研究し，京都大学の研究員としてもチタ
ン鋳造の研究，開発に携わってきた先駆者である．

図6

鋳造後
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図 7 完成
金属に粘り気があるため，低速での研磨を要する．

表1

図8

第 42 巻第 2 号 2021

シンビオン鋳造器

保険導入されてからのチタン鋳造冠の本数

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

1月

2月

3月

4月

3本

19 本

16 本

42 本

58 本

64 本

68 本

68 本

89 本

100 本

109 本

表2
分類
金パラ
Nice12
純チタン
2種

引張強度（MPa）

チタンとパラジウムの性能比較
耐力（MPa）

伸び（％）

硬さ（Hv）

軟化後

硬化後

軟化後

硬化後

軟化後

硬化後

軟化後

硬化後

500

804

325

770

34

7

155

305

340 〜 510

215 以上

C．チタン鋳造冠の需要

23 以上

110 以上

〜 3 時間後（それ以上早くても遅くてもだめ）にリング
ファーネスのスイッチをオンにして，キャストまでに 6
〜 7 時間かかる．

保険導入されてからのチタン鋳造冠の本数は，表 1 の
ようになる．このように，少しずつではあるが，需要は

3．研磨

増加している．

金属の特性として，パラジウムなど他の金属よりも粘

現在，金属冠全体におけるチタンのシェア率は 3 〜
4％程度だと思われる．進展率を考えると，10％ぐらい
までには伸びるのではないかと考える．

D．チタン鋳造冠の問題点

り気があるため，高回転で研磨をすると，研磨材がバー
に目詰まりし，滑沢な面が得られないことがある
（表 2）
．
そのため，低速で研磨するなどの工夫が必要となり，時
間がかかる．
チェアサイドで調整が必要となった際にもこのように
低速で調整していただくようにお伝えするか，一度技工

1．支台歯削合量

所に戻してもらい研磨を行うようにしている．

0.3 mm では鋳造できない（0.5 mm 以上）ため，対合
歯とのクリアランスが必要となり，削合量が増える．

4．ろう着が不可能
チタン鋳造冠は，金銀パラジウム合金より鋳造体に鋳

2．製作時間

巣が入る確率が高い．鋳巣が入った場合，ろう着ができ

埋没から鋳造まで 8 時間を要する．埋没してから，2

ないため，レーザー溶接でなければできない．

チタン鋳造冠の製作

5．設備投資
上記 4 から，チタン鋳造器の導入だけでなく，修正を
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E．おわりに

するためのレーザー溶接機が必要となり，さらに設備投
資をしなければならなくなる．

前項に記したように，いくつかの課題はあるものの，
チタンという金属は歯科医療分野において身近な材料で

以上の問題点から，各種金属に合ったテクニックが求

あり，活用されてきた．

められるため，パラ鋳造冠ができるからといって，明日

ただ，従来の歯科医療では自費治療で使用されること

からチタン鋳造冠をお願いしますというわけにはいかな

が大半であったため，需要が少なかったが，今回の保険

いのである．

導入により，歯科医療に新たな選択肢が増えたことは患
者さんにとって，とても有益なことだと考える．
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チタン鋳造冠の保険導入から今後について
株式会社アクティブ

岡部

昌
カーバイトバー等で削合するとバーの目に金属が目詰ま

A．はじめに

りをおこすので削合しづらくなり硬く感じる．削合する
コツとして雪道の運転と同じように，徐々にフットペダ

大臼歯のチタン鋳造冠が 2020 年 6 月 1 日から保険適
用になった．金銀パラジウム合金の高騰によって保険の
材料点数と市場価格が乖離したため，代替として導入を

ルを踏みながら回転数を上げながら削合し，火花が出な
いところで削っていただくことを推奨している．
また，先入観を払拭するために，
「チタン金属床で使
われている第三種チタンに比べて，クラウン用は第二種

検討する先生方が増えた．
ニッケルクロム合金の鋳造冠を金銀パラジウム合金鋳

チタンなので軟らかいですよ」と伝えると，
「それなら

造冠（以降 12％パラ鋳造冠）の代替としていた先生方

ばやってみよう！」と言われた先生も少なからずいた．

が，2020 年 3 月 31 日に保険診療での使用ができなく

実際にサンプルのチタンクラウンを削って体感もして
いただいている．

なったことも大きいと思われる．
また，チタン鋳造冠の保険導入前に，12％パラ鋳造冠

B．チタンによる鋳造製作の現状

から CAD/CAM 冠へ移行していた先生が多数だったた
め，12％金銀パラジウム合金の高騰に辟易していった先
生 方 が CAD/CAM 冠 へ 移 行 す る よ う に， 少 な く と も

アクティブでは，2020 年 11 月 1 日より，チタン鋳造

CAD/CAM 冠が金属アレルギーの患者さん以外請求で

冠の製作を開始した．図 1，2 の鋳造機 2 台，ファーネ

きない第二，第三大臼歯をチタン鋳造冠にしようかと検

ス 4 台の機材を使用して，今は一日 100 本のチタン鋳造

討するのは当然のことだと考える．

冠を製作している．

チタン鋳造冠の保険適用以降，先生方から一番多かっ
た質問は，12％パラ鋳造冠とチタン鋳造冠の保険点数と

1．ワックスアップについて

技工料，その差額であった．今は 12％パラが 3,000 円/g

弊社では WAX でのワックスアップを行っていない．

付近の材料価格なので，
「チタンの技工料金はメタル込

理由としては，デジタル化（数値化）することにより，

みの料金になっているため，金属代の心配が不要です．

コンタクトやバイト，内面の適合等を先生の好みに合わ

差額もチタンの方が大きいです」と回答している．

せられ，個別に対応できるからである．そして，3D プ

また，次に多かった質問は，
『チタンは硬い』と思わ
れている先生が多くおられるようで，「調整できるの？」

リンターでの造形により安定した適合性，形態を提供す
ることが可能である（図 3 〜 5）
．

「どう調整すればよい？」という類の質問であった．そ
の説明をするためには，まずチタンの物理的性質を知っ
ていただくことが重要となる．

2．埋没について
株式会社アイキャストの鋳造機を使用しているので，

チタンより 12％パラの方が硬いのに，削合するとチタ
ンの方が硬く感じるのは伸び率の影響であろう（表 1）
．

表1

同社から販売されているチタン専用の埋没材を使用して
いる．

チタンと 12％金銀パラジウム合金の比較
比重

硬さ（HV）

伸び率

12％パラ

11.5

280

3

第二種チタン

4.5

110 以上

7 以上
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図1

図2

鋳造機とファーネスレーザー溶接機

図3

図5

図4

スキャナー

3D プリンター
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図6

鋳造機

デザイン室

ルツボ傾注方式の鋳造機

3．鋳造について

4．研磨のコツについて

㈱アイキャストの鋳造機は他の鋳造機と大きく違う

一番は，チタンの研磨は低回転で研磨することである．

「ルツボ傾注方式」を使用している．他の鋳造機と比べ

患者さんにセットするときに，高いバイトや強いコン

ると鋳造ミスや鋳巣といった問題が少ないと思われる

タクトを荒く削合された場合だと，はじめに，カーバイ

（図 6 〜 8）．

トバーの使用度にもよるが新品だと 16,000 回転，使用度
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図7

図8

アズキャスト状態

が高いバーだと 23,000 回転で面をならしていただき，
次にカーボランダムポイントで 10,000〜12,000 回転で当
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て，シリコンポイントを 8,000〜10,000 回転で当てる．
最後にロビンソンブラシと布バフを 8,000〜10,000 回転
で研磨を試することを勧めている．
もちろん，バーや研磨材はチタン専用の市販品を使用
することで品質向上や時間の短縮になる．

C．チタン鋳造冠の需要

チタン鋳造冠導入のハードルになっているのは，12％
パラ鋳造冠や CAD/CAM 冠と比較すると，調整や研磨
がやり慣れていないことと時間がかかってしまうことで
ある．
チタン鋳造冠の調整方法は，12％パラの鋳造冠と同様
となるが，研磨にやや時間がかかる．また，削合面が粗
雑であると火花が飛び，口腔内での調整はむずかしい．

チタン鋳造冠が保険適用となり約 1 年が経過し，この

CAD/CAM 冠の調整に比べると，チタン鋳造冠の方に

1 年で 12％パラの鋳造冠製作依頼が大幅に減り，CAD/

少し難があることは否めない．しかし，メーカーの方で

CAM 冠の製作依頼が大幅に増えた．銀合金での製作依

もチタン向けのバーや研磨材を販売し始めているところ

頼も増えてきているが，チタン鋳造冠の製作依頼は当初

で，チタン鋳造冠導入のハードルも下がってくるのでは

は徐々に増えていっているといった状況であったが，こ

ないかと思われる．

こ数カ月の 12％パラの急激な高騰もあり受注が急激に

E．おわりに

増えてきている．
保険適用直後は，対合歯が義歯もしくは欠損している
ケースのみを適用対象とされている医院も多かったが，

金銀パラジウム合金は金属価格が安定せず，診療報酬

今は大臼歯鋳造冠をすべてチタン鋳造冠とする先生も増

が金銀パラジウム合金の価格変動により小幅ではあるも

えた．

のの金額も変動する．厚生労働省は半年ごとに市場価格

チタン鋳造冠は CAD/CAM 冠に比べて調整のハード

調査を行って，材料価格の保険点数との乖離がプラスマ

ルが高いという声もあるが，実際に調整をしていただく

イナス 5 ％以上の場合は材料価格の保険点数を改定して

と慣れもあるのだろうが，大半の先生がチタン鋳造冠を

いるが，日々変動する市場価格のスピードには対応する

採択している．また，12％パラの高騰で，様子見をして

には無理がある．

いた先生方も導入に踏み切ったのではないかと考えてい
る．

以前，金銀パラジウム合金で義歯の維持装置を作って
いた先生方も，市場価格が 1,000 円/g を超えたあたり

「〇〇先生にチタンの話を聞いてね」と，早めにチタ

から材料価格の保険点数に関わらず，コバルトクロム合

ン鋳造冠を始めた先生からのアドバイスを聞いて始めら

金に変更したという事例もある．金銀パラジウム合金の

れる先生も多い．

3,000 円/g が節目となって，金銀パラジウム合金の鋳造
冠から他の技工に変更される先生も増えるかもしれない．
チタン鋳造冠はブリッジが保険適用されていないの
で，12％パラ鋳造冠のすべてがチタン鋳造冠に変更する
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ことは現状ではないと考えられるが，代替可能なケース

うしたことを世間に広めていくことで，今後大きく歯科

のチタン鋳造冠や CAD/CAM 冠への移行は加速される

技工物の需給バランスが変化していくことは間違いない．

ことと思われる．弊社では，すでにチタンブリッジやチ
タン HR 冠の対応の準備を完了している．
株式会社アクティブは，先生，患者さんのために，よ
りよいモノをお届けしたいという気持ちでチタン鋳造冠
の製作を始めた．チタンという金属は金銀パラジウム合
金と比べて，生体親和性にすぐれ金属アレルギーが起き
にくく軽くて丈夫な金属であると共に，歯科技工物は単
なる補綴物ではなく，健康に大きく関わる素材なのでそ

これからも，よりよい歯科技工物の提供に努め，歯科
技工物によって多くの国民の健康をサポートしていける
ように，さらに邁進していく所存である．
参考文献
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特集「保険導入されたチタン鋳造冠の最新情報」

チタン鋳造冠の現状
和田精密歯研株式会社

湯沢

A．はじめに

遼平
いとされている．チタン鋳造冠の製作工程は，歯科鋳造
用 12％金銀パラジウム合金を用いた全部金属冠（以
下：金パラ金属冠）と大きな違いはないが，埋没材と鋳

弊社は 1988 年から純チタンによる全部鋳造冠の製作

造機には専用のものを使用している．模型作業後，支台

をしてきた．2020 年 6 月 1 日より歯科鋳造用純チタン 2

歯に対しワックスアップを行い，スプルーイング後，専

種金属を用いたチタン全部鋳造冠（以下：チタン鋳造

用の埋没材にて埋没作業を行う．チタンは融点が高く，

冠）が大臼歯部を対象として保険収載された．これによ

鋳込み時の鋳型との温度差が大きいことや，高温で酸素

り弊社の 6 月以降の製作数は増加しており，今後さらに

と反応しやすいため鋳造欠陥が発生しやすい1）．そのた

増えてくることが予想される．しかしながら，チタン鋳

め，スプルーイングは長さ，向き，太さにおいてさまざ

造冠の製作は従来の金銀パラジウム合金に比べて鋳造作

まな工夫が必要とされている（図 1）
．

業がむずかしく，専用の鋳造機で行う必要があり，研磨

次に鋳造作業であるが，電気炉で焼成後，真空加圧式

1）

もむずかしいとされている ．加えて，臨床のエビデン

鋳造機（ EZTI イージーチタン，自社製）にて鋳造を行

スやチタンの研磨に対して懸念を示す声も少なくない．

う（図 2）．鋳込み温度は少しでも高いほうが優位であ

今回は，チタン鋳造冠に関する製作の勘所と今後の発
展について報告したい．

B．チタンによる鋳造製作の現状

り，鋳込みのタイミングは自動ではなく目視で確認した
うえで行う．研磨時の回転数は金パラ金属冠の半分程度
で，圧をかけずに表面を撫でるようにバーを往復させ，
円を描くように研磨をすることが，磨き傷を残さないた

JIS 規格では純チタンを化学成分と機械的性質によっ
て 1 種から 4 種に分類している2）．今回保険収載された
のは，純チタン 2 種で加工性と強度のバランスが最もよ

図 1 スプルーイング
筆者らは鋳造圧の方向を考慮して湯流れのよくなるような
スプルーイングをしている．

図2

弊社で開発した真空加圧式鋳造機（EZTI イージーチ
タン）
鋳造圧に優れており，溶解能力は原則として最大 60g であ
る．

チタン鋳造冠の現状

めには重要である．内面にアルミナブラスト処理をし，
仕上げ研磨まで行い，ラボサイドの工程を終了とする
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（図 3）．現在は 5 種類のバーを使用して仕上げており，
研磨時間は金パラ金属冠の約 2 倍を要する．

C．チタン鋳造冠の需要

チタン鋳造冠は金パラ金属冠と比較して鋳造欠陥が多
い傾向にある．特に，鋳巣の発生原因はチタンの融点の
高さ，鋳造圧の不足，鋳型の通気性，チタン溶湯と埋没
材の濡れの悪さなどがあげられる1，3）．しかし，チタン

弊社で正式な受注が始まった 2020 年の 8 月から 2021

の性質上これらすべての原因を解決することはむずかし

年の 2 月までの弊社でのチタン鋳造冠の受注累計本数を

い．鋳造欠陥のない鋳造体を得ることが第一ではある

示す（図 4）
．CAD/CAM 冠（小臼歯部）に比べて緩や

が，弊社では鋳巣が発生した場合はレーザー溶接機を用

かな増加傾向ではあるが，貴金属の価格高騰や生産体制

いて鋳巣の修正を行っている（図 6）
．

の向上により，チタン鋳造冠の需要がさらに増えていく

レーザー溶接機は照射した箇所のみ加熱されるため，

ことが予想される．また，弊社ではチタン鋳造冠の品質

アルゴンガス雰囲気下であれば酸化は最小限に留めるこ

向上を目的として，取引先である全国の歯科医院に対し

とができる．そのため，チタンの鋳巣の修正にはレー

てチタン鋳造冠に関する独自のアンケートを実施した．

ザー溶接機が最適である．レーザー溶接機は高額だが，

その結果，チタン鋳造冠に対するイメージに変化があっ

鋳巣の修正には重宝するので，チタンの鋳造を行う歯科

たと回答した歯科医院で，プラスのイメージに転換した

技工所には推奨したい．

のが，8 割あった（図 5）
．実際に利用すると想像よりよ
かったという声が多く，臨床の数が今後増えることが予
想される．

図 3 チタン鋳造冠の研磨作業の様子と完成写真

図 5 弊社独自のアンケートの結果
8 割以上がプラスイメージに転換したと答えた．

図 4 チタン鋳造冠の累計製作本数
2020 年 2 月で 3,200 本を超え，現在も増加傾向にある．
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用すると，想像よりもよかったという声が多かった．保
険収載によって，チタン鋳造冠の利用のハードルは低く
なったので，CAD/CAM 冠では対応できない大臼歯部
のクリアランス不足や形成量が少ない症例にはぜひ利用
いただきたい．
弊社は 30 年以上前からチタンの鋳造に取り組んでお
り，埋没材の混液比の検討や鋳造機の改良など努力を続
けているが，金パラ金属冠に比べ一度に鋳造できる本数
が少ないため，生産性に問題を抱えている．歯科技工所
図 6 レーザー溶接機での修正手順
①鋳巣位置の確認
②レーザー溶接用のチタン線を用いて溶接
③研磨しろを確保して盛り上げ
④形態の修正と表面の研磨をして完成

としては，研磨性に優れた金属材料やバーの開発に期待
したい．特に，金パラ金属冠に比べて研磨に要する時間
が約 2 倍要するため，近年の CAD/CAM 技術の発展も
視野に入れ，鋳造法とは異なる新たな製作方法に対する
開発にも期待したい．
文

E．おわりに
保険収載から約 1 年が経過したが，チタン鋳造冠の受
注数は小臼歯部の CAD/CAM 冠適用時に比べると緩や
かに増えている．急激に増えない背景として，チタン鋳
造冠は調整がむずかしいという先入観ではないだろう
か．弊社の独自アンケートから臨床でチタン鋳造冠を利

献
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保険導入されたチタン鋳造冠の現状とチタン歯科補綴物の未来
株式会社須山歯研

泉

A．はじめに

達夫
お付き合いのある塗型材メーカーの協力を得て開発し
た，マグネシアを主成分とする埋没材．インレー，クラ
ウンはもちろん，前装冠やメタルボンド，ロングスパン

弊社では 1958 年の創業以来金属床の製作を行ってき

のブリッジに至るまでこの埋没材を使用している．鋳造

たが，1960 年代から鋳造によるコバルトクロム床製作

欠陥がきわめて少なく，緻密な表面性状をもつ鋳造体を

を開始し，高周波鋳造機開発に関わる過程から 1980 年

製作できるため，研磨工程の効率化とともに美しい研磨

代，金属床をメインにチタン鋳造に関する研究開発を開

面を得られる．

始した．専用埋没材を開発し安定したチタン鋳造を実現

b．鋳造機：
「 AUTOCAST HC-III（ジーシー）
」
（図 2）

するとともに，人工関節など当時医療分野での応用が広

減圧しアルゴン雰囲気における全方向（1 室）加圧方

がったことからも「すべての歯科補綴物がチタンになる

式の鋳造機．鋳造完了後，機器の冷却を待つことなく次

かもしれない」とのテーマを掲げ，クラウンブリッジ向

の鋳造作業に入ることができるため，効率的なワークフ

けチタン鋳造専用埋没材の開発をスタートし，さまざま

ローが確立できる．すでに製造販売とともにメーカーサ

な改良を重ねて完成させた独自のシステムが，今回のチ

ポートが終了しているため，5 台体制で運用を行ってい

タン鋳造冠製作のベースとなっている．

る．

パラジウムの高騰と金や他貴金属の高値安定，CAD/

c．3D プリンター：
「 Asiga Max 」

CAM システムやメタルフリーに注目が集まるなか，チ

作業の効率化・合理化を勘案し，CAD システムと 3D

タン鋳造冠の保険導入がなされたことにより，チタン製

プリンターによるキャスタブル樹脂パターン造形を行っ

歯科補綴物の提案を積極的に行っている．

て い る． ま た 昨 今 の CAD/CAM シ ス テ ム の 普 及 に 加

B．チタン鋳造冠製作の現状

え，チタン鋳造の特殊性を背景に，他技工所から STL
データで受注しアズキャスト状態で納品するというソ
リューション提案を行っている．受注したデータをその

1．チタン鋳造冠製作に使用している機材

ままプリントアウトして鋳造することで，先方の術者の

a．クラウンブリッジ向けチタン鋳造専用埋没材：
「タ

考え方に沿ったデザインのクラウンに仕上げることがで

イタンベスト i 」
（図 1）

き，片道分の送料と納期の短縮が可能である．

クラウンブリッジ全般で使用するために，かねてより

図1

タイタンベスト-i

図2

AUTOCAST HC-III

日歯技工誌

188

図3
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プリントアウト〜フォーマーに植立

キャスタブルレジンは「デンタキャスト（グリーン）
」
を使用している．

図 4 鋳巣が発生したレントゲン画像／鋳巣が改善され
たレントゲン画像

2．チタン鋳造冠の製作工程
a．通常通りワックスアップを行う場合の製作工程
作業工程に金銀パラジウム合金（以後金パラと略す）
などとの大きな違いはなく，ほぼ同様に完成まで行うこ

とができる．先述の専用埋没材「タイタンベスト-i 」を
使用し図 1 のマニュアル通りに鋳造まで行う．

b．キャスタブルレジン（3D プリンター）を使用す
る場合の製作工程
①

模型作り→スキャン→モデリング
・先方でワックスアップされてきた場合はダブル

図5

鋳バリが発生したチタン鋳造冠／鋳バリが改
善されたチタン鋳造冠

スキャンが入る．
②

Asiga Composer でプリンターに出力するデータ

まで 5℃/m で昇温後 1 時間係留

を作製

・マニュアルでは 5℃/m で 950℃〜1,050℃まで

・STL データで受注した場合はこの工程から．
・最大で一度に 30 本程度までプリント可能．
③

Asiga Max でプリント→ IPA で洗浄→最終重合

常温〜素手で扱える程度まで徐冷したのち鋳造

・2 時間半ほどでプリント終了する造形品質に設

←鋳巣対策にも有効

定（図 3）
．
④

・マニュアルでは 100〜400℃程度にまで炉内

スプルーイングしフォーマーに植立

で徐冷して鋳造

・ワックスアップする場合との大きな違いはない

・金属の量には余裕を持たせ，押し湯が十分残

が，鋳バリ対策のためリング内で埋没材が薄く

るようにする（30g インゴットであればクラ

ならないように，スペースにゆとりをもって植

ウンは 15g くらいまで）

立するようにしている（図 3）．
⑤

昇温後，1 時間係留
＜鋳造＞

埋没〜焼却〜鋳造（図 4，5）

c．研磨
調整や研磨を行うために，特別なバーや研磨材は必要

・ワックスでは問題ないが，キャスタブル樹脂を

ない．金パラや焼付用金属を研磨できる技術があれば，

使用する場合は鋳バリや鋳巣などのトラブルが

十分きれいに仕上げることが可能である．最終的な仕上

発生しやすいため，下記のように作業工程マ

がりは鋳造状態の良し悪しに大きく左右されるため，き

ニュアルを変更して製作する．

めの細かい表面性状，鋳バリや細かな泡状の鋳巣のない

＜埋没＞

鋳造体を得ることが大前提となる．金属の状態をよく観

ライナーは乾式 0.5mm を 2 重巻→1 巻き

察し，先を急がずに一工程ずつ確実にクリアしていくこ

混液比は粉 100g に対して（専用液を蒸留水で

とが近道である．どの工程もあまり高回転では行わず，

5 倍に希釈した）液 14mL

研磨材のつけ過ぎも逆効果である（図 6）
．

＜焼成ブログラム＞
130℃まで 3℃/m で昇温後 2 時間係留→1,050℃

保険導入されたチタン鋳造冠の現状とチタン歯科補綴物の未来
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は，少しずつではあるが金パラ冠の減少に対し増加傾向
を辿っている．
CAD/CAM 冠大臼歯部に関しては，多少の増加はみ

1．チタン鋳造冠の症例数の推移と金パラ冠や CAD/
CAM 冠との比較（図 7）

られるものの，当初想定された小臼歯部からの適応範囲
拡大による大きな変化はみられなかった．

弊社の営業方針や金属代の高騰によるところも大きい
かもしれないが，保険導入以降，チタン鋳造冠の症例数

また，必要とする強度や部位，使用金属量（形成量）
など，症例によりチタン鋳造冠との使い分けをしている
という歯科医院もある．
図 7 のデータには相応数ある保険適用外の同一部位連
結冠やブリッジのケースは含まれていない．今後，連結
冠やブリッジまで保険適用範囲が広がれば，この数値も
金パラ冠との比率も大きく変わっていくことが予想され
る．
2．歯科医師（歯科技工士）からの問い合わせやオ
ファーについて（図 8）
「取り扱いの有無・納期・技工料金」といった基本的
な問い合わせはもちろん，外注に関連した歯科技工士か
らの方が問い合わせ件数が多く，「バーや研磨剤は？」
「埋没材は？」
「焼成プログラムは？」といった製作上の
技術的な内容が多く見受けられた．

図6

研磨工程

図7

チタン鋳造冠と金パラ冠・CAD/CAM 冠の症例数の推移
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タン鋳造冠も含めた数種類のチタン鋳造歯科補綴物のパ
ンフレットを作成し，歯科医院や歯科技工所に配布しな
がら営業活動を行っている．
次に，チタン鋳造に対応できる歯科技工士（歯科技工
所）の絶対数が少ないこともあげられる．自社にてチタ
ン鋳造を行っていない歯科技工所が取引先に対しチタン
製補綴物を提案することはほとんどなく，限られた一部
の歯科技工所だけが対応できても，市場そのものを拡大
させることはむずかしい．
製品を提供する側の裾野を広げるため，チタン鋳造に
関する業務提携や情報提供，専用埋没材の販売，技術的
なアドバイスなど，弊社が協力できることを多面的に検
討していきたいと考えている．

E．おわりに
おそらく今後，CAD/CAM やレーザーシンタリング
を用いたチタン製歯科補綴物にも注目が集まっていくと
思われるが，もし「連結冠→ブリッジ→前装冠」とチタ
ンの保険導入が拡大されていくとしたら，現時点では鋳
造によるものが一番現実的であると考えている．
CAD/CAM によるチタン製歯科補綴物は，鋳造によ
る斑のようなものがほとんどなく，とても美しい面に仕
上げることができるが，現時点ではポンティック部の窓
図8

チタン鋳造冠に関する問い合わせと評価・評判

開けや，前装冠にリテンションビーズのような機械的維
持を再現することはできない．CAD/CAM 造形物への
グルーブ付与，ロカテックのようなブラスト処理も前装

3．歯科医師（歯科技工士）からの評価・評判について
（図 8）
回答いただいた約半数の得意先から「金パラと同様に

材料を従来どおり硬質レジンと想定した場合，たわみが
生じやすいブリッジでの適用は剥離や破折リスクが大き
くなる（図 9）
．

扱える」「調整や研磨が苦ではなかった」という前向き

レーザーシンタリングも将来的には歯科技工分野での

な回答が得られたが，1/4 はチタンに対してネガティブ

ブレークスルーとなり得る素晴らしい技術と考えている

なイメージがあり，チタン鋳造冠を試してみるところま

が，現時点においては高額な導入／維持管理コストに加

で至っていないのが現状である．

え，安全な粉体金属の管理，造形における深いクレバス

D．チタン鋳造冠の問題点

の発生リスク，表面性状の粗さによる研磨の難しさな
ど，実用のためにはまだ数多くの課題がある．
鋳造であれば，連結冠やブリッジ，メタルレスではむ

鋳造の難易度の高さ，研磨や調整の困難さがチタン鋳

ずかしいロングスパンや強度を要する症例や部位に対応

造冠を導入しない大きな理由になっていると思うが，

でき，前装部の機械的維持（リテンションビーズ）も付

図 8 にあるように「やってみればそれほど苦労しなかっ

与できる（図 9，10）．

た」という反応も得られている．

図 11 の通り，現在架工義歯分野ではインレーからメ

まずはすべての歯科関係者や患者さんに対して歯科用

タルボンド，インプラント上部構造，有床義歯では維持

チタンの認知とイメージアップを図りたい．軽量，安価

装置，連結装置，金属床も含めてチタン鋳造による口腔

で，耐食性・生体親和性に優れ，金属アレルギー対策に

内同一金属が可能になっている．

も有効……などチタンという金属そのものの優位点をア

鋳造そのものや研磨の難易度が高いなどネガティブな

ピールし，そのメリットを広く認識してもらうことが第

要素はあるものの，先述の通り「鋳造だからこそ」の利

一歩ではないかと考えている．そのために弊社では，チ

点も多く，数十年という長期にわたる口腔内環境管理を

保険導入されたチタン鋳造冠の現状とチタン歯科補綴物の未来

図9

図 10

チタン製歯科補綴物＜CAD/CAM−鋳造＞

図 11
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チタンハイブリッド

チタン鋳造歯科補綴物による口腔内同一金属のサンプル模型

考える際，生体親和性に優れ比強度が高いという物性的

もすでに製造／メンテナンスが終了している．ある程度

優位性に加え，経済面や供給の安定性といったチタン使

の数量をコンスタントに鋳造するうえで機種選択を行っ

用のメリットはそれを大きく上回るものと考えられる．

ているが，今後従来製品のスペック向上，また他メー

個人事業主が多い歯科技工所において製造機器の導入

カーにおいてもチタン鋳造機の新規開発や製造再開が望

がハードルとなることも指摘されるが，他歯科技工所の

まれる．

鋳造部分だけを行うといった新規受注形態でこのハード

営業活動を通じて得られたチタン製補綴物へのニーズ

ルをなくすことができる．こうした技工所間での提携を

や期待については，患者さんのみならず歯科医師の関心

進めていくことで，それぞれがもつ取引先からのリクエ

が低い状態が続いている事実は否めない．パラジウム他

ストにきめ細かく対応でき，かつチタン製補綴物の使用

貴金属市場価格の上昇が続く昨今，経済面でのチタン製

拡大を図ることができればと考えている．

補綴物利用メリットの認識が広がるものと予想される

一方，チタン鋳造機に関しては現在株式会社アイキャ

が，医療的メリットとしても生体親和性と機械的強度を

スト「シンビオンキャスト」，セレック株式会社「セレ

高次元で両立し，長期にわたる口腔内環境管理に適した

キャストスーパー R 」に限定される状況が続いており，

チタンの特性を貴学会，歯科医師会などを通じ周知，患

弊社で使用する株式会社ジーシー「AUTOCAST HC-III 」

者さんへ啓蒙するといった活動を期待したい．
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学 校 紹 介
学校法人東邦歯科学院

東邦歯科医療専門学校
Toho Dental College
〒191-0032 東京都日野市三沢 1-1-1

https://toho-dc.ac.jp

1．沿革

TEL：042-591-5364

FAX：042-593-2425

までに身につけ，歯科技工士・歯科衛生士としての基礎
的な知識・技術から現在実用化されつつある先端技術に
至る CAD/CAM から光学印象までの幅広い教育を行っ

本学は東邦歯科技工専門学校として 1966 年に多摩川

ております．このことは，広く社会のニーズにこたえる

堤防沿いに校舎が建設され開校し，1991 年に京王線百

ことであり，学生の学習意欲の向上と卒業後に即戦力と

草園駅から徒歩 2 分のところに 5 階建ての新校舎を建設

して役立つよう，社会に貢献する能力も備え，歯科医療

し移転（図 1），翌年 1992 年に歯科衛生士学科を新設

の発展に伴い，教育内容の大きな変革が必要と考え，こ

し，名称を「東邦歯科学院 東邦歯科医療専門学校」と

れに対応した教育コアカリキュラムに沿った教育方法を

改変して開校しました．以来「人として愛され，信頼さ

実施しています．さらに，展示会等へ積極的に参加し最

れる医療人」を目指し 2020 年までに歯科技工士 5,142

新知識の充実を図っています．

人，歯科衛生士 1,287 人を世に送り出し，これら諸先輩

また，就職ガイダンスでは学内に多くの歯科医院の先

は各業界において活躍しています．本学では，日本歯科

生や勤務している歯科衛生士の方，さらには多くの個人

大学ほか多くの大学から教員を招き，最新の基礎・臨床

や大手の歯科技工所の方々を招き，歯科医院や歯科技工

知識や技術を身につけた学生を社会に送り出し，礼節を

所の実態を学生に直接伝達してよいマッチング先を探索

わきまえた応用範囲の広い，規律正しい能力をもつ歯科

することを実施しています．

技工士や歯科衛生士を輩出しています．

2．教育理念

最新の知識・技術の取得について，新しい図書・機材
を充実するとともに卒業生や他の分野の大学教員を多く
招聘し，講義や特別講演を行っています．本学において
は，歯科技工士学科と歯科衛生士学科の両科の教員に最

歯科医療の発展に貢献でき国民の衛生向上に寄与し，
社会福祉に奉仕できる人材の育成を目指しています．

新の教育と知識を授け，これによる高度な教育を学生に
授けることにより，相互に環境を共有した授業が可能に

一方，急激な歯科医療の進歩に遅れないように各科目

なるよう考えています．両学科とも国家試験の合格に向

の教員・非常勤の教員は当該学会に出席し，最新知識を

けた教育プログラムを実施し，まずは挨拶から人格形成

得て，これを授業に取り入れ，新しい情報を学生に教授

されるように計画しています．

するように心がけています．
本学は入学者全員が 2 年・3 年後に全員卒業・全員国
家試験合格を目標に，緻密な教育をしています．

3．教育目標と教員の育成
（1）基礎教育の充実と応用能力のある学生の育成
（2）臨床への対応能力の向上
（3）最新の知識・技術の習得
歯科医療業界の就職状況の変化と多様化に対応した，
応用能力を身につけさせるための基礎教育を充実し，臨
床への対応能力の向上を図っております．
職業能力には，専門的な知識・技術はもちろんのこと
社会人として求められるコミュニケーション能力を卒業

図1

校舎外観

東邦歯科医療専門学校

図2

救急救命講習（歯科衛生士学科）
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図3

歯科技工士学科と歯科衛生士学科の合同実習

4．教員構成
本学の教員は，臨床現場で活躍していた専任教員の
他，日本歯科大学の教授・准教授・講師・助手，一般開
業医，他大学の教養学部の先生，他専門学校の先生等で
構成されています．

5．学生数
歯科技工士学科の 1 学年定員は 30 名で修業年限は 2
年間，歯科衛生士学科の 1 学年定員は 60 名で修業年限

図4

コロナ対応で座席の間隔をあけた教室

は 3 年間です．主に，東京都多摩地域を中心に隣県の高
等学校卒業生が多く，社会人経験者や歯科衛生士学科に

術・皆勤表彰制度があり，学生の学習意欲を高める制度

は男性も毎年入学しています．

も導入しています．

6．教育カリキュラム

両学科共通として，合同実習を行い（図 3）
，お互いの
仕事の内容の理解し，また日本歯科大学での人体解剖標
本見学実習を通して全身管理の重要性を身につけさせま

歯科技工士学科では，基礎分野・専門基礎分野・専門

す．入学時から重要な箇所を繰り返し指導し，学習や実

臨床分野の合計 70 単位（2,075 時間）を修得します．タ

習で苦慮している学生には個別で補講や面接を行い，き

ブレット端末の導入により歯科技工士国家試験の過去問

め細かい指導で学力向上を図っています．

題や実習テキストや実習手順スライド等を配信．1 年次
より歯科技工士国家試験を意識した講義や基本的な技工

7．授業と各学科の行事

作業となるコア，インレー，クラウン，義歯，義歯修理
等の他に，教育用 CAD システムを導入して模型のス

本学では，歯科技工士学科や歯科衛生士学科の学科を

キャン方法，3 次元画像データの作成と処理法，クラウ

越えた学生間の授業交流があり，学校生活の円滑化や学

ン，ブリッジ，床および補綴装置の設計方法を身につけ

習意欲の向上を図っていますが，2020 年度はコロナ禍

ます．また他大学既卒・単位修得者の単位認定制度を実

の影響で，感染予防対策として，オンライン授業や三密

施しながら教育を行っています．

にならないように措置を講じ（図 4〜6），行事を簡素化

歯科衛生士学科では，基礎分野・専門基礎分野・専門

しています．

分野・選択必修分野で合計 109 単位（3,047 時間）を修得

現在，コロナ発生状況により，登校は 9 時半開始や

します．早期からの臨床指導や救急救命実習（図 2）
，医

10 時開始，授業終了は 16 時など柔軟に対応し，電車通

学概論，介護概論を通じ，口腔と全身の健康について学

学の学生の密を避ける対策をしています．

び，歯科衛生士として必要な知識・技術を身につけます．
そのほか卒業時はもちろん進級時にも，年度ごとに学

また，学内に入る際の検温・アルコール消毒・手指の
水洗はすべて非接触ででき，教室内では，学生間にアク
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図5

図6

パーテーションで区切った実習室

図7

コロナ対策をした食堂

図8

臨地実習（歯科衛生士学科）
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就職ガイダンス

リル板を設置するとともに，マスク着用を徹底していま

また，就職専門の講師を招き就職活動におけるノウハ

す．授業は前記のような大幅な時差登校ならびに短縮授

ウの伝授や，社会に出るための心構え等きめ細かく学生

業にて対面授業を重視していますが，それ以外はオンラ

一人ひとりをサポートしています．

イン配信講義等を行い，感染予防対策をしています．
例年は両学科共通の学校行事として，避難訓練をはじ

9．まとめ

め，学生主体の新入生歓迎会，デンタルショー見学や有
名講師による講習会への参加，学生による発表会，人体
解剖実習見学実習，卒業旅行等があります．

歯科技工士学科は国家試験合格実績 100％（医歯薬模
試 2020 年度全国 46 校中 2 位，2021 年度全国 48 校中 7

歯科技工士学科では，歯科技工所見学，卒業制作とし

位）で常に上位を確保しており，教育をしっかり行って

て歯科材料を用いた自由発想に基づく作品の製作・展

います．就職実績は常に高い水準を維持し，歯科医療従

示・学内投票による表彰制度などを設けています．

事者として，専門的な知識や技術を習得し，歯科業界の

歯科衛生士学科では，5 階にある茶室での茶道講座，

発展に寄与する優秀な人材の育成のため，講義と実習を

接遇マナー講座，テーブルマナー講座，病院見学，臨地

バランスよく配置し，無駄のない時間割，臨床実習を多

実習（図 7），臨床実習施設見学等があります．2 年生の

く取り入れた教育力に誇りをもっています．

後期から一年間かけて，大学病院，市民病院，開業医な
どさまざまな施設で臨床実習を行っています．

8．就職活動

歯科衛生士学科は慣例にとらわれず，近年の材料や技
術の高度化や変化の激しい時代に対応できるような柔軟
性に富んだ学生を育成し，歯科医院での勤務先では高い
評価を得ています．
両学科とも歯科医療に貢献できる人材を輩出していま

両学科ともに早期から，学生自ら歯科技工所や歯科医
院等の見学やインターンシップを行いながら就職活動
（図 8）に取組んでいます．

す．
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学 校 紹 介
一般社団法人岡山市歯科医師会立

岡山歯科技工専門学院

Okayama Dental Laboratory Technicians School
〒701-1202

岡山県岡山市北区楢津 2182

E-mail:odts@mx9.tiki.ne.jp

TEL：086-284-4905

FAX：086-284-5697

http://www.odlts.ac.jp
向上発展に寄与するために，
「豊かな人間形成の育成・

1．沿革

技術教育の徹底・学問の研鑽」を教育方針としています．

岡山県西部には中国地区で一番早く開校した技工士学

徴されています．

これは『豊かな技術を学ぶ』と要約され，学院章に象
校があったが 1972 年ころ岡山市内の歯科医師会会員よ
り歯科技工士不足問題が取り上げられ，一般社団法人岡

3．教職員の構成

山市歯科医師会臨時総会において歯科技工士養成所設立
の承認が満場一致で可決され，設立準備委員会のもと中
国地区では一番遅く 1974 年 4 月に開学しました．

母体である岡山市歯科医師会会員を主とする経験豊か
な臨床医を中心に，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科

小松初代学院長（母体歯科医師会会長）と畦平教務主

の教授陣と専任教員 5 名を合わせた総勢 35 名が担当

任（母体歯科医師会副会長）が大阪歯科医専と大阪歯科

し，加えて本学同窓会の全面的なバックアップにより

大学の卒業であったため，大阪歯科大学白数元学長のご

「奉仕の精神」に基づき，徹底したきめ細かい密度の濃

理解をいただき非常勤講師や附属歯科技工士学校卒業生

い教育を目指しています．

を専任教員として迎え，母体歯科医師会支援のもと歯科

また『豊かな人間形成の育成』のため各界から著名な

技工士教育がスタートしました．また岡山大学に歯学部

講師を招き特別授業を行い，キャリア教育にも力を注い

が設置された後，岡山大学大学院医歯薬学総合研究科と

でいます．

の教育の連携は本学の大きな特徴となり，現在は岡山県
下唯一の学校として歯科技工士の養成を行っています

4．学生数

（図 1）．
定員は 1 学年 20 名で，岡山県下を中心に近隣県より

2．教育方針

入学しています．例年，現役学生が 8 割程度，社会人か
ら 2 割程度の在籍ですが，本年度は特に 14 名の女子学

本学の教育方針は歯科技工士としての必要な専門教育
を施すとともに，その人格教養を高め，地域歯科医療の

図1

校舎外観 ODLTS

図2

取得単位数
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図3

図4

岡山大学生体材料学分野での実習

図5
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CAD/CAM 授業

CAD/CAM 授業

生の入学となりました．全国の学校でも女子学生の割合

図6

が増えている傾向にあるようですが，入学した女子学生

新入生歓迎親睦会

に話を聞くとデジタル歯科技工の仕事内容と職場環境に
興味をもち，歯科技工士を進路の選択肢にしたようです．

連携は専任教員による実習で実践しています（図 3）
．

今後一層デジタル歯科技工が普及し，女性の歯科技工

入学から歯科技工士国家試験合格・卒業・就職まで一

士が就労できる環境が整えば，多くの女子学生が進学し

貫して学生をサポートするためには教職員ならびに保護

てくるものと思われます．

者の支えが必要で，毎学期に一度保護者会を開催し意見

5．教育カリキュラム

交換をしています．
チーム歯科医療から多職種連携医療へと移るなか，デ
ジタル歯科技工が注目され，特に CAD/CAM 授業は大

歯科技工士教育の大綱化・単位制により教育カリキュ
ラムも大きく変わり，本学では基礎分野 5 単位，専門基
礎 分 野 20 単 位， 専 門 分 野 49 単 位 の 計 74 単 位 で カ リ
キュラムが組まれています（図 2）．

人気で，どの学生も興味を持ち取り組んでいます（図
4，5）
．

6．学校行事

専修学校専門課程である従来の職業教育はもちろんの
こと，これからはキャリア教育も取り入れた教育が不可
欠と考えています．
また，専門基礎分野と専門分野の連携には力を注ぎ，

入学式から卒業式まで，多くの学校行事がカリキュラ
ムに組まれています（図 6〜8）．
2020 年 1 月より新型コロナウイルス（ COVID − 19）

専門基礎分野には岡山大学大学院医歯薬学総合研究科よ

感染症対策のため延期，縮小，中止が続きますが，オン

り教授の先生方による授業が，また専門分野には臨床医

ラインによる特別授業や特に対面授業となる実習には注

の先生による授業が行われ，専門基礎分野と専門分野の

意を払い進めています．

岡山歯科技工専門学院
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図8
図7

国家試験受験

実習風景

図 10 就活支援

現在，全国的に歯科技工士不足といわれ，求人票の件
数や求人総数は年々増え続けています．本学の令和 2 年
度の求人倍率は定員に対し 25 倍を超えていますが，若
図9

実技評価試験

また，例年行われる全国歯科技工士教育協議会主催の

い歯科技工士の離職や学生募集に反映されないのは実に
残念です．

8．まとめ

実技評価試験は外部の先生による評価を受けるため，よ
り一層の緊張感をもって行っています．受験に際して正

以前，歯科医師会立の技工士学校は全国に 23 校あり

確さとスピード感が常に必要で，これは将来就職する職

ましたが，現在半数以上が運営を取り止めや学生募集を

場で求められるため，カリキュラムの中で重要な位置付

停止しています．

けとして真摯に取り組んでいます（図 9）．

7．就職活動

18 歳人口の減少により学生募集が厳しくなり入学者
が少なく定員割れを起こし，運営が厳しいことが原因で
すが，歯科技工士の就労形態も変わり，歯科医院に勤務
する歯科技工士が少なくなったことも一因であると思わ

本学では「学校等の行う無料職業紹介事業」により，
2 年 次 か ら 就 職 活 動 が 始 ま り ま す． 学 生 は 就 職 セ ミ
ナー，就職ガイダンス，求人先（歯科医院・歯科技工
所）への訪問，履歴書等の書類準備を経て採用試験へと

れます．
1974 年 4 月 に 開 学 し た 本 学 の 建 学 の 精 神 の 一 つ に
『歯科医師の良きパートナーは歯科医師の手で育てよう』
があり，スローガンにしています．

一連の流れを体験します．就職内定が取れるまで幾多の

県下ならびに近隣の学校が運営を中止すれば，今後ま

ハードルはありますが，くじけず希望の職場先を目指し

すます歯科技工士不足で歯科医療が滞ることは必定です．

ます．
学生が就職活動を行うにあたり専属教員（職業紹介事
業担当者）が就職内定まできめ細かく指導し，将来歯科
医療従事者として自立できるよう各方面に向けて支援し
ています（図 10）．

本学は建学の精神や開設時の苦悩と喜びを忘れず，一
般社団法人岡山市歯科医師会会員の情熱と責任感で歯科
技工士養成機関の運営を続けています．
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賛助会員紹介

ストローマン・ジャパン株式会社
1．会社概要

4）アライナー矯正（マウスピース矯正）

社

名：ストローマン・ジャパン株式会社

設

立：2007 年 8 月

・ClearCorrect（クリアコレクト）

3．わが社の社風

事業内容：歯科材料および歯科用機器の販売
関連歯科情報のコース，セミナーの開催

所 在 地：〒108-0014

東京都港区芝 5-36-7

三田ベ

ルジュビル 6 階

TEL：0120-418-995（平日 9：00-17：00）
FAX：0120-418-089

2．主要製品

1）歯科用インプラント＆CADCAM ソリューション
・Straumann インプラント
・Neodent インプラント
・CARES CADCAM ソリューション（図 1）
2）歯周再生材料，骨充塡材

スイスに本社をもつインプラント歯科，修復歯科およ
び口腔組織再生におけるグローバルリーダーです．1954
年に創業し世界 100 カ国以上に展開しています．デジタ
ル分野，アライナー矯正も積極的に展開しています．
世界に広がるネットワーク，経験，イノベーション力
に加え，熱意と品質には決して妥協しない姿勢を土台
に，高度な歯科医療を全世界に提供しています．

4．最新事業
デジタルソリューションにおける技工分野において
も，技工用スキャナー，ミリングマシン，ジルコニア
ディスク等を販売しております．CARES ブランドにお

・Emdogain

いて CAD/CAM 技工におけるセンターミリング，イン

・骨充塡材

ハウスミリングに対応しています．

3）デジタル機器，関連歯科材料
・口腔内スキャナー（ TRIOS シリーズ）
・技工用スキャナー（ MEDIT シリーズ，E シリーズ）
（図 2）

・ミリングマシン（ imes-icore CORiTEC シリーズ）

・Sakura ジルコニアディスク（マルチレイヤード，単

1）Sakura ジルコニアディスク
東ソージルコニアを 100％使用．信頼の国産製造技術
による高強度，高透明度のジルコニアディスクです．マ
ルチレイヤードタイプと単色タイプ（ MONO ）を展開
しています（図 3，4）．
2）CARES インプラントブリッジ（ CIB ）
Sakura ジルコニアディスクを用いたインプラント上

色）

の，チタンベースを介在させないノンセメントタイプの

図1

CARES CADCAM ソリューション

図2

MEDIT スキャナー：Straumann T710

ストローマン・ジャパン株式会社

図3

Sakura ジルコニアディスク・マルチレイヤードを
用いた製作例
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図 4 Sakura ジルコニアディスク MONO を用いた製作
例

図 5 CARES インプラントブリッジ製作例．Sakura ジルコニアディスクを使用

マルチレイヤードインプラントブリッジの製作が可能で
す（図 5）．

5．日本歯科技工学会への取り組み
学術大会開催時における製品展示，テーブルクリニッ
ク等を通じて会員の皆様への情報提供を図って参ります．
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賛助会員紹介

セレック株式会社
1．会社概要

す．

社

名：セレック株式会社

設

立：1990 年 4 月 4 日

事業内容：歯科用機器および歯科材料の輸入・卸売り
所 在 地：〒543-0011
19-10

大阪府大阪市天王寺区清水谷町

TEL：06-6765-0691

URL：http://www.selec-inc.com

e-mail：info@selec-inc.com

2．主要製品

3）真空攪拌機 スマートミックス X2（図 3）
1997 年，オーストリアのアマンギルバッハ社（現在）
の日本初の代理店として取り扱いを開始し，現在はス
マートミックス X2 を取り扱っております．
4）歯 科 鋳 造 用 コ バ ル ト ク ロ ム 合 金 レ ー ザ ー ニウ ム
NK/NH（図 4）
保険の鋳造バー・クラスプから金属床まで数多くご愛
用いただいております．
5）歯科技工用切削器具
・173 形態全て 2,000 円（税別）の「セレック技工用

弊社は 1990 年に神戸製鋼グループのコベルコ科研に

カーバイドバー」

て開発・製造された歯科用チタン鋳造機「タイキャスト

・ガラスセラミックス・ジルコニアの切削できるカー

スーパＲ」
（当時）の販売会社として設立しました．主

ボランダムポイント「ストーンポイント グリーン

要製品は，その歯科用チタン鋳造システム製品からご紹

／ピンク」
・ジルコニアのカッティングに特化した「セレック

介いたします．
1）歯科用チタン鋳造システム製品（図 1）
歯科用チタン鋳造機 セレキャストスーパーＲ（現在）
歯科鋳造用 チタンインゴット JIS1 種〜 4 種（保険適

カッティングディスク 220Z 」 等
6）ノンクラスプデンチャー研磨キット
艶出しが難しいといわれておりますポリアミド（ビ

用純チタン 2 種 14g/20g/30g/40g 含む）

ニール系）／ポリエステル／ポリプロピレン等のノンク

歯科用チタン床用埋没材 インベスト TiM

ラスプデンチャーの艶出しが，チェアーサイドでも光沢

歯科用チタンＣ＆Ｂ用埋没材 インベスト Mg-TiC

チタン用研磨材 セレブライト

2）レーザー溶接機 アルファレーザー VL50/ALS100
（図 2）

を取り戻せます．

3．わが社の社風
お客様の声を聞き，お客様のためになる製品の提供を

ドイツミュンヘンにあるアルファレーザー社の日本国

心がけ，販売した後のフォローアップ，メンテナンス

内販売代理店として，全国で 300 台以上販売しておりま

サービスを責任をもって継続することをモットーとして

図1

歯科用チタン鋳造関連

図2

レーザー溶接機アルファレーザー

セレック株式会社
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図4
図3

歯科用コバルトクロム合金レーザーニウム

真空攪拌機スマートミックス X2

「セレックノンクラスプデンチャー研磨キット」の商品
ご紹介動画を弊社ホームページ上でご覧いただけます．
おります．
歯科技工のお仕事は「待ったなし」です．特に機械物
は即日から一両日中の現場修復を目標に行っております．

4．最新の事業
コロナ禍が続く中，展示会の開催も滞り，直接，商品
をご紹介することができませんが，3 月に発売しました

5．日本歯科技工学会への取り組み
1990 年より日本歯科技工学会賛助会員として，学会
発表，学会展示を通じて，皆様への情報発信を行って参
りました．コロナ禍およびアフターコロナの状況ではご
ざいますが，今後も情報をお届けできるよう尽力して参
ります．
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賛助会員紹介

デンツプライシロナ株式会社
1． 会社概要（図 1〜4）

ちろん，その精度の高さから，歯科技工士からも評価の

社

名：デンツプライシロナ株式会社

高い口腔内スキャナです（図 5，6）
．

創

立：2017 年 1 月

Primescan の口腔内スキャンデータは，
「 inbox 」ライ

事業内容：歯科医療機器，歯科材料の輸入・販売および
サポートサービスの提供

所 在 地：〒 106-0041

東京都港区麻布台 1 丁目 8 番

10 号麻布偕成ビル

センスを購入することで，どのような歯科技工所でも受
け取りが可能．メーカー固有のフォーマットの他，オー
プンフォーマットでダウンロードが可能となります．
インラボシステムに新たなソフトウェア「 inLab 20」

HP：https://www.dentsplysirona.com/

が登場．これまでも評判の高い設計ソフトに組み込まれ

2．主要製品

らに向上しました．また，最近のトレンドでもある 3D

CAD/CAM 製品
セレックシステムは初めての口腔内光学印象採得から

たアルゴリズム「 Biogeneric 」は歯冠形態の提案力がさ
プリントデンチャーの設計が容易に行えるようにフルデ
ンチャーの設計が加わりました．

2020 年で 35 周年を迎えました．言うまでもなく，現在

セレックと同じソフトウェアプラットフォームを使用

の Digital Dentistry を牽引する代表格の製品です．2019

するインラボユーザーは，セレックドクターとの会話も

年に国内販売がされた「 Primescan 」は，歯科医師はも

スムーズに行えます．

図1

デンツプライシロナ本社（アメリカ）
図2

図3

CT をはじめ，最新のデジタル機器に触れること
が可能

図4

東京・銀座ショールーム

ニーズに合わせたアフターフォロー体制

デンツプライシロナ株式会社

図5

203

2020 年に 35 周年を迎えた CEREC
図6

他を圧倒するスキャンスピード・精度

リューションが活用されている，という事実．その実績
に甘えることなく歯科治療の進化と深化を進め，ワンス
トップソリューションを実現するため，全社員一丸とな
り邁進しております（図 7）．

4．最新の事業
歯科用医療製品とテクノロジー機器を併せもつことに
より，包括的なソリューションの提供が実現可能となり
図 7 部門，役職，国籍を超えたディスカッションの様子

ました．特に，進化目覚ましいデジタル分野において
は，ハードの開発はもちろん，定期的なソフトウェア
アップデートにより，常に最新の技術をお客様へお届け

3．わが社の社風
弊社は，世界最大規模の歯科用医療製品 & テクノロ

します．中でも急速に普及が進んでいる CAD/CAM 技
術は，補綴の領域にとどまりません．CT データとの融
合により，顎運動・気道の解析，矯正分野への応用な

ジー機器のメーカーとして 2017 年に誕生しました．グ

ど，数年前では考えられなかった技術が，もう現実のも

ローバルブランドの強力なポートフォリオのもと，患者

のになっています．

さんの歯科治療の質的な向上と，より安全でスピー
ディーな歯科治療の実現を目指して，価値あるソリュー
ションを提供していくことを理念としております．

5．日本歯科技工学会への取り組み
2020 年から猛威を振るっているコロナにより，情報

世界の先進情報をいち早く日本へお届けする，または

の流れ方は大きく変わりました．その中においても正し

日本固有のきめ細やかさをグローバルへフィードバック

い情報の発信，日々進化する技術アップデートに変化は

する，そういった仕組みをもつのは外資企業ならではな

ありません．その牽引役として，日本歯科技工学会と弊

いでしょうか．毎日世界中で 60 万人の医療従事者の皆

社の強い連携・リレーションを，より強固なものとして

さ ま が 600 万 人 も の 患 者 さ ま に， 私 た ち の 製 品・ ソ

いただけると幸いです．

編 集 後 記

新型コロナウィルスに被害を受けられた皆さまに心よりお
見舞い申し上げますとともに，治療にかかわる医療者の皆様

昨年に引き続きコロナ禍の中で，国民は苦しみながらの生

に深謝いたします．
さて私事，東京都内で個人ラボを開業して 35 年になりま

活を送らざるを得ず，すでにある種の（慣れ）に入っている

した．5 年前に「ものつくり補助金，補助率三分の二」が採

ような感さえあります．マスクを着けて早一年が経過し，着

択になり，スキャナーと CAM を揃えることができました．

用を不思議と思わなくなりつつある自分がいたりもします．
わたしは大学所属なので学生目線になりがちですが，学業

投資額は開業以来最大，借入金の返済を心配しながらのス

以外でも人と人との交流の場が狭められ，貴重な時間が失わ
れております．校舎内も講義室は使用の度に消毒して翌日の

タートでした．
保険 CAD 冠が入った時期でもあり，順調にデジタル化が
進み，手で行う WAXUP はやめ，できるものはすべてデジタ

使用まで施錠となり，学生の憩いの場でもあるラウンジも閉

ルでと決めました．その後，ジルコニア焼結用の追加投資を

鎖．図書館は通常よりも開館時間を減じて，アクリル板によ

行いました．

る距離の保持を義務付けられております．若人が集うはずの

昨年末「小規模事業持続化補助金コロナ型，補助率四分の

学び舎が閑散としているさまはしのびなく，活気溢れるキャ
ンパスが戻ってくることを切に願っております．
今号では歯科技工最前線のコーディネーターを担当いたし

三」に応募，コロナ後を見据えた製品強化，消毒の強化，非
対面による受注をテーマに事業計画を立案し二度目の補助金
採択となりました．

ました．チタン鋳造冠の保険導入から一年が経過する頃合い

個人経営，零細な歯科技工所にとってデジタル技工への投

なので，現状報告も兼ねての特集となっております．また原

資は決意が必要です．コロナ渦でさまざまな補助金が提案さ

著論文は吉田先生の重合前後でのレジンの色調変化に着目さ

れています．補助金にはそれぞれ目的が設定されており，個

れた膨大なデータを基に展開されている研究論文でありま

人でも採択になります．

す．もう一編は岡田先生の御執筆で男女平等が叫ばれている
なかで，簡単には具現化できない女性歯科技工士ならではの
想いが綴られております．ともに読み応えがありますので，
ぜひご一読ください．

応募には実行可能な事業計画が求められます．説得力のあ
る事業計画立案はハードルが高いといわれますが，考えをま
とめる好機と捉え，自身で立案し補助金の模索，活用を検討
することをお勧めします．

（玉置）
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