
保存修復学
3rd lecture 

保存修復法の分類
修復法と材料の特性による分類

成形修復 インレー修復
( ア ン レ ー )

ベニア修復

コンポジッ
ト 
レジン

アマルガム金箔
レジン 
セメント

無機 
セメント

グラス 
アイオノ
マーセメン

修復材または接着材の種類による分類

ポーセレン 
ラミネート 
ベニア

ダイレクト 
レジン 
ベニア

貴金属／セラミック／ 
コンポジットレジン

第4回　講義予定第3回　講義予定 第5回　講義予定

直接法
窩洞を直接または間接的に修復するかによる分類

間接法 直接法

材料の歯質接着性による分類
非接着性 接着性接着性非接着性

間接鋳造修復
TRADITIONAL
直接成形修復

MODERN
非接着性修復
TRADITIONAL

接着性MI修復
MODERN



https://www.youtube.com/watch?v=X0QBof8fO4I

コンポジット 
レジン修復（P.38）
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COMPOSITE RESIN
コ ン ポ ジ ッ ト レ ジ ン

レジン(合成樹脂、有機質)＋フィラー(無機質の粒)
ごうせい ゆ う きしつ む き しつ つぶ

コンポジットレジン修復

成形修復材として天然歯と調和する審美性

適切なシステム併用による歯質との強固な接着



COMPOSITE 
複合

FILLER 
フィラー

RESIN 
合成樹脂

Composite Resin

レジン（＝合成樹脂）

•人為的に製造された、高分子化合物からな
る物質

•天然樹脂･･･植物系（ロジン、天然ゴムetc）
鉱物系（アスファルト）

•プラスチックは元来「可塑性物質」だが、
日本では同義

出典: フリー百科事典『ウィキペディア（Wikipedia）』

レジン？樹脂？有機材料？高分子材料？プラスチック？

※現代では人類も有機化合物を作り出せる 

無機化合物は「有機化合物ではなく 
炭素が原子結合の中心になる物質」に定義

・・・ぜんぶいっしょ

ポリマー 
(polymer)

※歯科での無機材料(例)：金属/セメント/セラミックス(陶材)

化学反応により結合する＝重合(polymerization)

モノマー 
(monomer)

1. アクリリックレジン　（　≒ ＭＭＡレジン ） 

2. コンポジットレジン　（ ＣＲ ）

歯科用レジン

• 加熱重合レジン 
→　義歯床用 

• 即時重合レジン　（＝ 常温重合レジン） 
→　トレー、 暫間修復、 床の修理　ｅｔｃ

光重合レジン、化学重合レジン… 
修復用、 前装用、 合着用　他



コンポジット 
レジン 
開発の 
歴史

1962　Bis-GMAモノマーの開発 
(アクリリックレジンとエポキシレジンの反応産物)

1901 メチルメタクリレート(MMA)の合成・重合に成功

1930 ドイツで義歯床用PMMAが開発

1951 直接充填材への人工フィラー配合を考案 (Knock & Glenn)

1955 歯質に対するリン酸エッチングの提唱 (Buonocore)

1958 Bis-GMAとシラン処理人工フィラーによる充填材の発明 (Bowen)

1964 Bis-GMAコンポジットレジンの市販化

1968 歯科用有機フィラーの開発

1973 紫外線重合型CRの登場

1977 可視光線重合型CRの登場

2000年代後半 低収縮型やバルクフィルCRの登場

1941　化学重合型(過酸化ベンゾイル-アミン起媒)
アクリリックレジンの開発

コ
ン
ポ
ジ
ッ
ト 

レ
ジ
ン
開
発
の 

歴
史

1962　Bis-GMAモノマーの開発 
(アクリリックレジンとエポキシレジンの反応産物)

1901 メチルメタクリレート(MMA)の合成・重合に成功

1930 ドイツで義歯床用PMMAが開発

1951 直接充填材への人工フィラー配合を考案 (Knock & Glenn)

1955 歯質に対するリン酸エッチングの提唱 (Buonocore)

1958 多官能モノマーとシラン処理フィラー配合充填材の発明 (Bowen)

1964 Bis-GMAコンポジットレジンの市販化

1968 歯科用有機フィラーの開発

1973 紫外線重合型CRの登場

1977 可視光線重合型CRの登場

2000年代後半 低収縮型やバルクフィルCRの登場

1941　化学重合型(過酸化ベンゾイル-アミン起媒)
アクリリックレジンの開発

加熱重合型

化学重合型

紫外線重合型

可視光線重合型

コンポジットレジン開発の歴史

1901 メチルメタクリレート(MMA)の合成・重合に成功
1930 ドイツで義歯床用PMMAが開発
1951 直接充填材への人工フィラー配合を考案 (Knock & Glenn)

1955 歯質に対するリン酸エッチングの提唱 (Buonocore)

1958 Bis-GMAとシラン処理人工フィラーによる充填材の発明 (Bowen)

1964 Bis-GMAコンポジットレジンの市販化
1968 歯科用有機フィラーの開発
1973 紫外線重合型CRの登場
1977 可視光線重合型CRの登場
2000年代後半 低収縮型やバルクフィルCRの登場

コンポジットレジンの３条件　　　　　　　　

• フィラーが入っている

• マトリックスレジンが多官能性
レジンである  
（Bis-GMA、UDMA)

• フィラー表面がシラン処理さ
れ、マトリックスレジンと化学
的に結合している



コンポジットレジンの組成
そせい

重重

重 重

重重

重 重
重 重

重重

重重

重重

重重

重重

重重

マトリックスレジン(ベースレジン) 
(表面をシラン処理された)フィラー 
重合開始剤・促進剤 
その他(重合禁止剤・顔料など)

Composite  Resin
複合した（組み合わされた） 合 成 樹 脂

マトリックスレジン（ベースレジン）：レジンモノマー 
＋フィラー：無機質・有機質の粒

マトリックスレジン

重合硬化すると、PMMAレジン（即重など）より遥かに強く硬い

BisGMAよりも吸水性が低く、粘度も低い

粘度が著しく低く、柔軟性が高いので希釈材として用いられる

モノマー 
（未重合の状態）

ポリマー 
(網目状に架橋構造を生成)

重 合



フィラーを配合する利点 
• 機械的強度・耐磨耗性の向上 
• 重合収縮の減少 
• 熱膨張・吸水の低減 
• Ｘ線造影性の付与

フィラーなし フィラーあり

フィラーの材料
1.無機フィラー

• 石英（二酸化ケイ素 (SiO₂) の結晶性鉱物） 

• 水晶（石英の中でも純度が高く無色透明なもの） 

• シリカ（二酸化ケイ素（SiO2）の粒子） 

• コロイダルシリカ（水などの溶媒中にφ0.1㎛以下のシリカ粒子が高濃度で分散） 

• アルミノシリケートガラス(シリカ・酸化アルミニウム配合で、曲げ強度・耐摩耗性が高い) 

• リチウムアルミノシリケートガラス(酸化リチウムが更に配合され、より高強度) 

• バリウムガラス／ストロンチウムガラス／ジルコニウムガラス（Ｘ線造影性の付与）

粒径(φ)

大

小

フィラーの材料
2.有機複合フィラー

①コロイダルシリカをマトリックス
レジンと混ぜ、重合・硬化させる

③有機複合フィラーとして、他の
フィラーと共に表面処理してから
再度マトリックスレジンに配合、
コンポジットレジンが完成する

②硬化したものを細かく粉砕する
(φ1～10㎛、不定形)

コロイダルシリカ粒子は非常に小さく(φ0.04～0.06㎛) 
質量の割に表面積が大きいため、配合時の操作性が悪い 
※粘性が高くなりすぎ、30wt％以上のフィラー充填が困難

フィラーの表面処理
無機質(フィラー)と有機質(マトリックスレジン)は、直接には化学的結合しない

• 配合前のフィラーに表面処理を行い、マトリック
スレジンと化学的に結合（カップリング）させる
ことで、コンポジットレジンの性質向上を図る 

• γ-MPTSなどによるシラン処理や、ボラン処理
が一般的 

• シラン処理の場合、シリカ系フィラー表面の水酸
基(Si-OH)とγ-MPTSのメトキシ基(Si-OCH3)が
反応してシロキサン結合(Si-O-Si)を形成する



サブミクロンフィラー 
0.2~0.3㎛マクロフィラー 

～100㎛ 

(現在では2~8㎛が主流)

ナノフィラー
0.004~0.02㎛ 
(4nm~20nm)

コロイダルシリカ 
(マイクロフィラー) 
0.04~0.06㎛

フィラーの粒径

• マクロフィラー：石英、シリケートガラスの粉砕物 
• サブミクロンフィラー：シリカなど 
• マイクロフィラー：コロイダルシリカ 

※有機複合フィラー(1～10㎛)として使用 
• ナノフィラー：単体またはクラスター(0.5～1.0㎛ 

程度に凝集させたもの)として使用

マクロフィラー型
（従来型）
• 開発初期のCRに多くみられる 

• 無機フィラー(φ5~50㎛)が配合 
※不定形に粉砕された石英・アルミノシリケ
ートガラスなど 

• フィラー充填率：約70～80wt% 

• フィラー粒径が大きいので研磨性が悪い 
（磨いてもツヤが出にくい） 

• 耐磨耗性も劣る 
(フィラーが突出して脱離しやすい)

フォトポステリア (クラレメディカル)

マトリックスレジン

無機フィラー

マイクロフィラー型
（MFR型）
• 研磨性の向上を目的としてコロイダルシリカ
(φ0.04～0.06㎛)を配合、さらに配合率を
上げるために有機複合フィラー(φ1～10
㎛、不定形)を併用 

• フィラー充填率：60wt% 
※コロイダルシリカだけだと30wt% 

• 機械的強度は高くないが、研磨性が高い 

• 外力がかからない前歯の審美修復用

シラックスプラス（3M）

マトリックスレジン有機複合 フィラー

無機フィラー

サブミクロンフィラー型
（SFR型）

• 配合の構成・研磨性はMFR型に準じている 

• 無機フィラー（φ0.2～0.3㎛、球形／不定
形）、有機複合フィラーを配合 

• フィラー充填率：60～70wt% 

• フィラーの粒径を調整したことで、配合率と機
械的性質がMFRよりも若干改善

マトリックスレジン

有機複合 フィラー

無機フィラー

パルフィークエステライト (トクヤマ)



ハイブリッド型

• マクロフィラーの間を、マイクロフィラーや
有機複合フィラーが埋めるように配合されて
いる 

• フィラー充填率：70～80wt% 

• 前歯・臼歯両用 

• 機械的強度と研磨性ともに良好

クリアフィルAP-X (クラレメディカル)

クリアフィルST (クラレメディカル)

セミハイブリッド型
（高密度充填型）

• ハイブリッド型のマクロフィラーを更にφ0.1～
数㎛程度に細かく粉砕し、粒度分布を調整 

• フィラー充填率：80～85wt% 

• 前歯・臼歯両用 

• 研磨性・機械的性質ともに優れる 

• 現在の臨床では、ハイブリッド型・セミハイブ
リッド型が主流

シュープリーム（３M)

ビューティフィル(松風)

ナノフィラー型
（ナノハイブリッド型）

• 超微粒子フィラー（φ0.004～0.02㎛）を 
高密度に配合 
※単体またはクラスター(φ0.5～1.0㎛程度の凝集体)として 

• フィラー充填率：80～90wt% 

• 研磨性・機械的性質に優れる 

• フィラー脱落の影響が小さく滑沢性を維持 

• CAD/CAM用ブロックの素材にも使用 

• ナノハイブリッド型：従来のフィラーとの併用

クリアフィルマジェスティESフロー (クラレノリタケ)

パルフィークオムニクロマ (トクヤマ)

コンポジットレジンの物理化学的性質
重合収縮量はMMA系レジンの1/4、熱膨張・吸水膨張は1/3程度

象牙質と同程度

歯質と同程度

象牙質と同程度



重合方式による分類

化学重合型 光重合型 光・化学重合型 
(デュアルキュア)

色数（シェード）が少ない 
気泡が多い 
操作時間 が限られる 
照射器が不要

色数（シェード）が多い 
気泡が少ない 
操作時間 に余裕がある。 
照射器が必要

コアに使用 修復に使用

化学重合型 光重合型

コンポジットレジンの種類（重合形式）

• 色調の数が少ない

• 気泡が多い

• 操作時間 が限られる

• 照射器が不要

化学重合型

•練和して硬化する 
•重合開始剤・促進剤（触
媒） 

•過酸化ベンゾイル 
•第三アミン 

•トリ-N-ブチルボラン

ユニバーサル　　 

ペースト　　

BP
O

BP
O

BP
O

BP
O

BP
O  

BP
O

　　 キャタリスト 

　　 ペースト

DMPT

DMPT

DMPT

DMPT

DMPT

DMPT

DMPT

DMPT

DMPT

重合開始剤 

過酸化ベンゾイル
重合促進剤 

３級アミン

化学重合



　

O-
O-

O-

O-

O-

O-

O-

O-
O-

O-

O-

O-

O-

O-

フリーラジカル

コンポジットレジンの種類（重合形式）

• 色調の数が多い

• 気泡が少ない

• 操作時間に余裕がある

• 照射器が必要

光重合型

•光を照射すると硬化する 
•紫外線重合レジン 
•可視光線重合レジン 

•重合開始剤・促進剤 
•ジメチルエーテル　  
（紫外線） 

•カンファーキノン　  
（可視光線） 

•第三アミン

重合開始剤 
カンファーキノン 重合促進剤 

3級アミン

重合禁止剤 
ハイドロキノン

O-
O-

O-

O-

O-

O-

O-

O-
O-

O-

O-

O-

O-

O-

フリーラジカル



光照射

•光重合触媒(カンファキノ
ン、CQ)に470nm付近の可視
光線を照射、励起させる

•光源によって波長や強度が
異なる

•現在LEDが主流

from “Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry”.

光照射器

光重合触媒(カンファキノ
ン、CQ)に470nm付近の可視
光線を照射、励起させる
•ハロゲンランプ 
• ＬＥＤ 
•キセノンランプ

ＬＥＤ（発光ダイオード）
• 小型・軽量

• 低消費電力

• 低発熱

• 長寿命

コンポジットレジンの種類（重合形式）

デュアルキュア型

• 光照射により硬化可能 
• 常温での化学重合も可能 
• 光・化学重合双方の触媒を含む 
• 支台築造・合着用が多い 
• 気泡は比較的少ない 
• （ミキシングチップ使用時） 

• 操作時間 が若干限られる 



稠度による分類
ちょう ど

コンデンサブル 
(パッカブル)

フロアブル

流れることを特徴とする 
シリンジから直接填塞が一般的

必要量をすくい取り 
加圧しながら窩洞に填塞する

フロアブル（インジェクタブル）レジン

コンデンサブル（パッカブル）レジン
※レジンペースト、ユニバーサルCRと呼ぶこともある

パッカブル（コンデンサブル）レジン

•加圧填塞・形態付与が容易

•充填器が必要

•硬化後強度は高い

•シリンジタイプ

•コンピュールタイプ

フロアブル（インジェクタブル）レジン

• 流動性が良く、小さな窩洞に
直接充填可能

• ライニング・コーティング材
としても応用

• フィラー含有量が比較的少な
い

• 機械的性質が比較的劣る

• ダイレクトアプリケーション



コンポジットレジンの分類（色調）

➤ Vita社のクラシカルシェードガ
イドに　基づいた色調が一般的 

➤ Ａ1～4（オレンジ・茶系） 

➤ Ｂ1～4（黄色系） 

➤ Ｃ1～4（褐色・グレー系） 

➤ Ｄ1～4（オレンジ・赤色系） 

➤ A3とA4の間にのみA3.5が設定
されている

術前にシェードガイドで確認する

重合前と重合後では色調が変化するから

同じシェードでも透明度などに違いあり

   A3 ･･･ 標準的な透明度 

OA3 ･･･ 光を遮蔽する（オペーク） 

 EA3 ･･･ 光を透過する
光の透過性も考慮した 色のバリエーション



審美障害が主訴

旧CRを除去

旧CRを除去

数種類のシェードを使用しCR充填

数種類のシェードを使用しCR充填 数種類のシェードを使用しCR充填



術前 術後

単色による充填 複数色による修復

供給形態による分類

シリンジ

ダイレクトアプリケーション 
シリンジ

コンピュール



 歯頸部う蝕除去後　　　　　 歯頸部にフロアブルレジン填入　　　　　

ペーストレジン填入　　　　　



dentin

enamel

①フロアブルレジン填入

gingiva

②ペーストレジン充填

光照射

形態修正



歯とレジン 
の接着 

(P.42)

なぜ「歯質との接着」が重要か？

•歯を削る量が少なくてすむ
感染部分は仕方がないが、保持形態などを意識しない
で済む

•もう一度齲蝕になりにくい
窩洞と修復物が接着すると，隙間から細菌や汚物が入
りにくい

•歯髄を守ることができる

削った象牙質の上に緊密な包帯をしていることになる

コラーゲン線維 
（タンパク質） 

酵素で分解される

有機質

エナメル質

象牙質

無機質

水分

有機質

ヒドロキシアパタイト 
(リン酸カルシウム結晶) 

酸に弱い



歯
質
接
着
の
基
礎

エッチング

プライミング

ボンディング

歯質を脱灰する酸性薬剤(エッチング材)で歯の表面を 
エ ッ チ ャ ン ト

処理すること。処理後は水洗が必要 

エナメル質･･･30~40%リン酸水溶液 

象牙質･･･リン酸水溶液、クエン酸水溶液、EDTA

(接着性モノマー含有の液状レジン)を塗布 

歯面塗布後は(光照射などで)確実な重合硬化が必要

接着 材が象牙質との濡れ性(馴染みやすさ)を得るため 
ボンディング ぬ れ

補助材を塗って表面性状を適した状態に改質すること 
プライマー

(※プライマー単独では接着性を発揮しない) 

(※エナメル質には原則として不要、施しても問題なし)

象牙質
エナメル質

象牙質

エナメル質

エッチング①清掃作用 
②歯面の粗造化 

そ

③ぬれ性の向上 
④投錨効果(機械的嵌合)
とうびょう かんごう

エナメルエッチング エナメルエッチング



ボンディング塗布 光照射

光照射 コンポジットレジン充填



S.C. Bayne, School of Dentistry, University of Michigan, Ann Arbor, MI.

エナメル質への微小レジン陥入

Multi-Purpose Single Bond

旧世代の接着システム（1990年代以前）
➤ エナメル質を接着の主たる
対象とする．

➤ 象牙質接着も期待するが、
スメアー層に対する考慮は
不十分．

第２世代の接着システム 
(1970年代後半～1980年代前半)

➤ ボンディング剤に機能性モノマーを配合し、象牙質への接着を
考慮したもの．

➤ スメアー層は除去するものとしないものの両方がある．



接着性モノマー

• 親水性基 (リン酸基、カルボキ
シル基)
歯質との親和性や反応性の向上

• 疎水性基 (ベンゼン環、アルキ
ル基)
接着の耐久性、コンポジットレジンとの
親和性の向上

• 重合基 (C=C)

モノマー間およびコンポジットレジンモ
ノマーとの重合

COOCH2CH2OOC

CH2=C

CH3

C

C

O

O

O
4-META

CH2=C

COO(CH2)10OP-OH

CH3

O

OH
MDP

CH2=C

COOCH2CH2OH

CH3

HEMA

0.0
5.0

10.0
15.0
20.0

ENAMEL DENTIN

MPa

Tensile Bond Strength of Clearfil System

エナメル質と象牙質で接着力の差は歴然

エナメル質と象牙質でなぜ接着力が違うのか
➤ エナメル質と象牙質は組成・構造が大きく異なる

➤ スミヤー層が存在する

エナメル質

象牙質 10

2

20

1

70

97
無機質 有機質 水

スミヤー層

•歯面を切削した場合に生じる歯質切削層

•厚さ1～5ミクロン。

•細菌を含む。

•水洗やオキシドールによる洗浄では除去不能

•エッチング剤などの酸では除去できる。



切削後の象牙質面

象牙細管

管周象牙質

管間象牙質
スミヤー層

昔の象牙質スミヤー層に対する考え方 
→無構造で表面エネルギーが低く、接着の阻害因子である． 

細菌をふくんでいるため感染源となる．

切削後の象牙質面
スメアー層

基質象牙質

コラーゲン繊維 ハイドロキシアパタイト

スミヤー層

スミヤープラグ



象牙質の切削面はスミア層(切削塵による挫滅層)で覆われている 
ざ め つそう

レジンとの馴染みも悪く、下層の象牙質内部への浸透も阻害

エッチング前 エッチング後

スミア層

象牙質(ハイドロキシアパタイト＋コラーゲン線維)

スミア層だけでなく、象牙細管内のスミアプラグ(栓)も除去され、 
下層の象牙質も脱灰(約10µm)され、コラーゲン線維が露出する

リン酸エッチングを行った象牙質の表面

露出したコラーゲン

リン酸エッチングを行った象牙質の表面

露出したコラーゲン

リン酸エッチングを行った象牙質の縦断面

露出したコラーゲン



リン酸エッチングを行った象牙質の縦断面

露出したコラーゲン
乾燥

露出した 
コラーゲン繊維

乾燥

露出したコラーゲン繊維が収縮、 
ボンディング材が浸透しない

収縮した 
コラーゲン層

コンポジットレジン

レジンタグ

なじんでいない 
（隙間がある）

旧世代の接着システム
➤ 水分の多いコラーゲンとはなじまないため、高い接着力は得ら
れない

ボンディング剤



旧システムにおける接着界面 プライマー　
➤ 象牙質の接着性を高めるための
表面改質材 

➤ HEMAやその他の接着性レジン
モノマーを水，アセトン，エタ
ノールなどに溶解したものが用
いられる 

➤ エナメル質にプライマーを塗布
しても大きな害はない

• 歯質接着性が向上

• 樹脂含浸層の形成

• ボンディング材の浸透促進

• プライマー塗布で線維の収縮防止

• 酸処理で象牙質のコラーゲン繊維が露出

Dentin

Enamel

プライミング

プライミング後

※プランB：次亜塩素酸ナトリウムで有機質層を溶解・ 
　除去して、新鮮な硬組織面を露出させる

親水性モノマー(HEMAなど)の水溶液が収縮した繊維
に浸透･膨潤、ボンディングレジンの馴染みを助ける 

(※プライマー自体は接着作用を持たない)

プライミング前
露出したコラーゲン層は、脱水すると繊維が収縮し、 

接着性レジンの馴染み(濡れと浸透)が悪い



３ステップ　トータルエッチング・システム

• ボンディング

• 塗布後、エアブローして光照射

• （象牙質）プライミング

• 10秒間処理後、乾燥

• （エナメル質・象牙質）エッチング

• 15秒間処理後、水洗・乾燥

3ステップシステム

エッチング・水洗・乾燥

プライミング・乾燥

ボンディング・光照射

臨床的にはエナメル質象牙質を同時にエッチング 
(トータルエッチング)

象牙質マイルドエッチング

スミヤー層

水洗



エッチング（酸処理）
➤ 　表面のハイドロキシアパタイトが脱灰され、コラーゲン線維
が露出する 

➤ 　象牙細管が大きく開口する

コラーゲンネット

エッチング，水洗

露出した 
コラーゲン繊維

基質象牙質

表層のハイドロキシアパタイトが除去され 
コラーゲン繊維が露出する

象牙質プライマー 塗布

象牙質プライマー塗布・乾燥



象牙質プライマー塗布

コラーゲンネットに 
プライマーがしみ込む

収縮したコラーゲン層が膨潤して、
ある程度ボンディング材の浸透性が回復する

象牙質プライマー塗布

膨潤した 
コラーゲン層

収縮したコラーゲン層がある程度回復する

ボンディング材塗布・乾燥

ボンディング材 塗布



光照射

光照射

ボンディング

ボンディング剤

樹脂含浸層

ボンディング剤が浸透しない 
コラーゲン層

収縮したコラーゲン層は透過性が悪いため 
ボンディング剤が浸透しにくい



樹脂含浸層の形成

樹脂含浸層

樹脂含浸層の形成

コンポジットレジン
ボンディング材　

樹脂含浸層

ボンディング材

樹脂含浸層

レジンタグ

コンポジットレジン

樹脂含浸層（ボンディング材）

レジンタグ



象牙質における接着力の向上
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22.5
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D Liner Linerbond Multi-Purpose Multi-Purpose

ENAMEL

DENTIN

MPa

(クエン酸) (クエン酸) (リン酸)(マレイン酸)

接着システムにおける簡略化の試み

• １ステップ（all-in-oneの登場、2010年代）

•エッチングとプライミング、ボンディングを一緒にする

• ２ステップ（２つのコンセプトの出現、2000年代）

• Ａ：エッチングとプライミングが一緒 • Ｂ：プライミングとボンディングが一緒

• 基本的な３ステップの概念（1990年代）

•エッチング　→   •プライミング　→ •ボンディング

0

10

20

30

1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th

Enamel Etching

Bonding

Dentin Conditioning

Total Etching
All-in-one 
AdhesiveWet Bonding

Self-etch 
Priming

Bonding

1960s 1970s 1970~80s 1980~90s 1990s 1990~2000s 2000s 2010s

(MPa)

Universal Bond

井上「歯質との反応機序から接着システムを考える」日歯保存誌, 2016など

２ステップ　エッチ＆リンス・システム

• ウェットボンディング

• 15秒間処理、マイルドに乾燥・光照射

• ブロットドライ

• 表面が濡れている程度
にエアブロー

• 溜まっている水は吸い
取る

• エッチング

• 15秒間処理後、水洗



エッチ&リンスシステム

エッチングにはリン酸水溶液を用いる 
水洗後エアブローせず、綿球などで吸水

エッチング・水洗・ブロットドライ(弱乾燥)

プライミングアドヒーシブ塗布(ウェットボンディング)

乾燥・光照射
湿潤状態のまま塗布(浸透性向上のため) 
エアブロー(弱→強)で溶媒を排除

２ステップ セルフエッチングプライマーシステム

• ボンディング

• 塗布後、エアブローして光照射

• セルフエッチングプライミング

• 20秒間塗布処理 • マイルドに乾燥  
水洗ダメ

セルフエッチングプライマーシステム

プライマー中に酸性モノマーを配合し、 
歯質(エナメル質・象牙質)のエッチングと 
象牙質のプライミングを同時に行う。 
処理歯面を水洗する必要が無い

現在の接着システムの世界的主流

セルフエッチングプライマー塗布・乾燥

ボンディング・光照射

セルフエッチングプライマーシステムの特徴

• 長所

• プライマー自体がエッチング材 
• エッチングした部分は必ずプラ
イマーが浸透している 

• エッチングによる脆弱層ができ
にくい 
• 長期の接着に有利 
• 水洗が不要 
• 患者の不快感が減少 
• チェアータイムが減少

• 短所

• プライマーが酸性なので脱灰す
るが、酸によるエッチングより
エナメル質の接着効果は劣る



象牙質窩壁における辺縁漏洩

➤ リン酸で象牙質をエッチングす
る接着システムにおいては 
健全な象牙質まで脱灰してしま
う。 

➤ プライマー処理後も深部に弱い
脱灰部が残留する。（深さ
10μm以上） 

➤ 生活歯の場合、自然回復に1ヵ
月以上かかるといわれる。 

➤ 辺縁漏洩、細菌の侵入など長期
的な予後不良をもたらす

セルフエッチングプライマー

➤ 酸処理とプライマー処理とを同
時に行う 

➤ レジンモノマーの到達した所ま
でしか脱灰しない 

➤ 脱灰象牙質へのモノマー浸透不
良が少ない 

➤ 水洗は不要 

➤ 酸性（ pH 1～2 ）だが脱灰量
はリン酸と比べると少ない

象牙質処理面の比較

リン酸エッチング処理セルフエッチング 
プライマー処理

象牙質スミヤー層に対する考え方の変化

「スミヤープラグ（栓）」

今の象牙質スミヤー層に対する考え方 
→過剰に酸処理で除去しようとすると、 

歯質の脆弱化および細菌の侵入を許してしまう



ボンディング

コンポジットレジン

ボンディング剤　

樹脂含浸層

臨床的に有用な接着強さが共に達成
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15.0
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30.0

LinerbondⅡΣ MEGABOND MAC BONDⅡFluorobond

MPa

ENAMEL
DENTIN

UniFil Bond

１STEP オールインワンアドヒーシブシステム

• エッチング＋プライミング
＋ボンディング

• 20秒間処理後、マイル
ドに乾燥・光照射 ALL-IN-ONE ADHESIVE

The New Standard

7/8th gereration



オールインワンアドヒーシブシステム
セルフエッチングプライマーシステムの進化形

セルフエッチングプライミングアドヒーシブ塗布

乾燥・光照射 モノマー 
Bis-GMA 
酸性機能性モノマー 
（MDP：リン酸エステル系） 
HEMA 
親水性アミド系モノマー 

フィラー 
シリカ系マイクロフィラー 

エタノール 
光重合触媒 
化学重合促進剤 
精製水 
フッ化ナトリウム 
その他

ボンディング

コンポジットレジン ボンディング層　

モノマーの浸透と溶媒
（水・アセトン・エタノール）の除去がカギ！

1ステップシステムは、いまだ発展途上･･･

■2STEP SE-BOND 
■ALL-IN-1 BOND

(MPa)

宮地ほか. 日本歯科保存学会，2015



コンポジットレジ
ン修復の手順 

(P.48/85)

修復のための前準備
処置に先立ち、施術操作を容易かつ完全にする為に

歯面清掃 

咬合検査 

除痛法 

シェードテイキング 

防湿法 

歯間分離 

歯肉排除法 

隔壁法

コンポジットレジン修復
に必要な器材

切削器具

手用切削具

回転切削具



マトリックス(隔壁)&ウェッジ(楔)
かくへき くさび

保存修復・歯内療法分野における「隔壁」

隣在歯を傷つけないようにする 
壁状の器具（関連：プレウェッジ）

成形修復時に操作しやすいよう歯の 
周りを取り囲む補助法、その器具

歯内治療時、CRなどで便宜的に 
設ける壁（髄腔の明示、防湿・仮封
の補助、洗浄時溢出の防止等）

隔壁法
窩洞を単純化する利点 

• 患歯への修復操作（前処理・充填など）が容易 

• 窩洞を汚染（唾液・滲出液など）から隔離 

• 隣在歯を（切削など）各種操作から保護 

• 隣接面や接触点などの形態付与が容易 

• 成形修復時の十分な填塞圧付与が容易

複雑窩洞における開放側に壁（隔壁、マトリックス）を 
一時的に設けて、窩洞を単純化する

隔壁

修復体

前歯部（Ⅲ級・Ⅳ級、切縁破折）

ポリエステル(プラスチック)ストリップス 
※基本的に透明だが、まれに青色が使われることも

ウェッジを併用して歯肉側を密着させる

コーナーマトリックスクラウンフォーム
※使用前に適宜カットして辺縁形態を調整



臼歯部（Ⅱ級）

ウェッジを併用して歯肉側を密着させる
トッフルマイヤー型リテーナー（左） 
とマトリックスバンド（右）

※木製やプラスチック製がある

アイボリー型リテーナーと 
専用マトリックスバンド
※出題率はかなり低い

臼歯部（Ⅱ級）

セクショナルマトリックス
※臼歯の隣接面形態に似せた豊隆が 
　あらかじめ付与してある 
※隣接面窩洞（側室）の幅と高さに 
　合わせてサイズを選択する まずウェッジを挿入し、マトリックスの歯肉側を歯頸部に密着

させてから、専用フォーセップスでリング状リテーナーを装着

リング状リテーナー
※マトリックスの緊密な保持と歯間離開を 
　同時に行うことで、適切な接触点を得る

リテーナーの圧力で 
歯間離開力も働く

隣在歯との健全な接触状態

位置改善しないまま修復 歯間離開を伴った修復

適切な接触点の回復清掃性が著しく不良

う蝕などの放置による位置異常

咬合性外傷も誘発

傾斜して隣在歯が陥入

※必要な離開量によっては事前にも行う

歯頸部（Ⅴ級、根面窩洞）

サービカルマトリックス
ポリエステル(プラスチック)製、専用ホルダーやピンセットで把持して 
充填したCRの上から圧接する。（※基本的に透明、まれに青色）

※金属(主にアルミニウム)製のサービカルマトリックスもある。 
（セクショナルマトリックスに比べ、幅狭く三角形寄りの形態） 
こちらはグラスアイオノマーセメントや化学重合型CRを用いて 
Ⅴ級窩洞へ充填するとき用いる。



光照射器

ガンタイプ コンダクター(ペン)タイプ

光照射器

高出力タイプ
コードレスタイプ

赤外線紫外線

可視光線

光の波長と色

相
対
強
度

ハロゲン光照射器の出力帯(例)

LED光照射器の出力帯(例)

エックス線ガンマ線
電 波

光重合開始剤 
(カンファーキノン、CQ) 
の吸収波長:約470nm

光照射器使用時の注意

一定以上の照度が得られるように 
定期的にメインテナンスを行う

光源の劣化
チップ先端の汚れ

放熱フィルターの汚れ

光量計

ファイバーの断裂



光照射

• 光重合触媒(カンファキノ
ン、CQ)に約470nm付近の
可視光線を照射、励起させ
る

•光源によって波長や強度が
異なる

•現在LEDが主流

from “Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry”.

光照射器

光重合触媒(カンファキノ
ン、CQ)に約470nm付近の
可視光線を照射、励起させる

• ハロゲンランプ 
• ＬＥＤ 
• キセノンランプ

光照射器（光源）

ハロゲンランプ光源 キセノンランプ光源
LED光源

光照射器（光源）



ＬＥＤ（発光ダイオード）

• 小型・軽量

• 低消費電力

• 低発熱

• 長寿命

コンポジットレジン充填･形成器

レジンペーストを採取し、窩洞に填塞・賦形するために用いられる 

修復部位などによって、様々なデザインのものが市販されている

仕上げ(形態修正)用＆研磨用器材 仕上げ(形態修正)用＆研磨用器材



仕上げ(形態修正)用＆研磨用器材

コンポジットレジンの填塞・重合硬化後、形態修正および研磨に 

ポイント・ディスクあるいはストリップスなどの形態の研磨材が用いられる。

ストリップス(隣接面など用)

ディスク(平滑面・隅角など用)

ポイント(咬合面・平滑面など用)

コンポジットレジンの 
仕上げ研磨用器具・材料

ラバーダム防湿

マトリックス（隔壁）＆ウェッジ



セクショナルマトリックス 

コンタクトマトリックス装着

コンポジットレジン充填

フロアブル型ＣＲ填塞



積層充填
➤ 第一層へのフロアブルレジンの填入

コンデンサブル型ＣＲ填塞・賦形

5

積層充填
➤ 第二層へのペーストレジンの填入

形態の付与（付形）



光照射（20～40秒間）

コンポジットレジン修復の適応症

• 症例

• 齲蝕 
• 磨耗症 
• 歯の破折 
• 変色 
• 形態異常 
• 歯列不正 
• （裏層） 
• （支台築造）

•部位

• 歯冠全ての歯面 
• 歯根部

•大きさ

• 基本的に大きさ
は問わない 

• 大型複雑窩洞や
被覆窩洞は場合
によって困難

保存可能であれば、歯種・歯面を問わず適応

光重合型 
コンポジットレジン修復

の重合特性

重合硬化の触媒(カンファーキノン)活性化に 
特定波長域(約470nm)の光線を使用する 
(※化学重合型とは異なる重合特性) 

①重合の不均一性 
②重合収縮 
③硬化深さ

光重合型ＣＲ修復の重合特性

•重合の不均一性
表面から0.5～1.5mm程度の深さで最高に硬化 

表面では酸素による重合阻害

•重合収縮
コンポジットレジンは重合時に収縮する

•硬化深さ
深部では光の減衰による重合不良 

色調が濃いと、より光線通過性が低下する



重合の不均一性

表層(照射面)の重合度は低い 
(酸素による重合阻害が生じる)

じゅうごうそ が い

深部では光線の減衰によって 
げんすい

重合不良である

重合率は表面から0.5~1.5mmで最高

窩洞内に充填した光重合型コンポジットレジンと 
光照射器の位置関係の図を示す。 
重合率が最も高いのはどれか。

2016年度歯科衛生士国家試験より

重合収縮

収縮による容積減少＝窩洞との境界に間隙が発生

• レジンの変色 
• 物性の低下 
• 細菌の侵入 
• 歯髄刺激性の出現、など

歯質-レジン間の封鎖性悪化

コンポジットレジンは重合硬化時に収縮する 
(線収縮で1~2％程度)

辺縁漏洩や窩底剥離の発生
へんえんろうえい か ていは く り



硬化深さ

レジンへ照射された光線は 
通過と共に減衰していく

げんすい

重合硬化していない部分

ペーストの色(シェード)が濃いほど 
光線通過性が低下 

＝硬化深さは浅くなるペーストの厚みが増すほど 
深部での光線量が不足

光源との距離や焦点も深さに影響

例)2/3

1/2

1/10

重合硬化していない部分

照射光の到達深度と減衰
➤ 光の照射強度は重合範囲に影響する

A, 照射光の幅と深度が重合に及ぼす影響の模式図 
B, 光源との距離が深度に影響を及ぼす from “Sturdevant's Art and Science of Operative Dentistry”.

だからできるだけ近づけて垂直に照射

http://ccs.tsurumi-u.ac.jp/dental/kouza/shigiken/



歯肉に直接照射の限界時間

青島徹児先生（東京都）　調べ 

http://ameblo.jp/aoshi-man/

• 15秒ハロゲン
(750mW/c㎡)

• 10秒
LED 
ノーマル
(1200mW/c㎡)

• 2秒
LED 
高出力
(4500mW/c㎡ )

コンポジットレジ
ン修復の手順
(p.48)コンポジットレジン修復の手順 
(p.85)直接法修復の診療補助 

修復前準備

シェードテイキング

ラバーダム防湿

歯間分離

窩洞形成

窩洞清掃

歯髄保護

隔壁の調製

接着処理

レジンの填塞・賦形

隔壁の除去

余剰部の除去

歯間分離・防湿の除去

咬合調整

仕上げ研磨

患者指導 修復前準備
良好な予後を得るためには、口腔内環境を改善してから 
修復処置を改善する

スケーリング、プラークコントロール、
ブラッシング指導など



シェードテイキング

歯質とレジンのカラーマッチングは 
患者満足度を得るためにも重要

(背景色が影響するので)ラバーダム装着前に行う

明るい自然光または近い色温度(5500K)の光源下で行う できるだけ短時間で行う(術者の目が慣れると判定困難)

歯面とガイドが乾燥する前に行う(歯面が白く不透明に)

コンポジットレジンの分類（色調）

➤ Vita社のクラシカルシェードガ
イドに　基づいた色調が一般的 
➤ Ａ1～4（オレンジ・茶系） 

➤ Ｂ1～4（黄色系） 

➤ Ｃ1～4（褐色・グレー系） 

➤ Ｄ1～4（オレンジ・赤色系） 

➤ A3とA4の間にのみA3.5が設定
されている 審美障害が主訴



旧CRを除去

旧CRを除去

数種類のシェードを使用しCR充填

数種類のシェードを使用しCR充填

数種類のシェードを使用しCR充填

術前 術後



単色による充填 複数色による修復

ラバーダム防湿

術野が明視でき、広い術野が得られる 

確実な防湿、小器具の嚥下防止、汚染エアロゾル抑制も 

行うことができる

歯間分離

プレウェッジ(即時分離)

歯間分離器(アイボリー、即時分離)

弾力ゴム(緩徐分離)

隣接面の検査、接触点の回復を容易にする 
窩洞形成時の隣在歯面・歯間乳頭の損傷防止 
生理的動揺の範囲(近遠心的に数10µm程度)で行う

歯肉排除

歯周ポケットからの滲出液／血液による、窩洞汚染の防止 

窩洞汚染＝接着性の低下＝術後の知覚過敏・修復物の脱落



①う窩の開拡
かいかく

②感染歯質の除去

スチールラウンドバー

球状(ラウンド)バー

洋梨状(ペアー)バー

ダイヤモンドポイントあるいは 
カーバイドバーを用いて 
注水下で行う

窩洞形成
か どうけいせい

う蝕検知液を併用し、 
低速回転または手用器具で 
赤染部を注意深く除去する

スプーンエキスカベーター

①う窩の開拡
かいかく

②感染歯質の除去

スチールラウンドバー

球状(ラウンド)バー

洋梨状(ペアー)バー

ダイヤモンドポイントあるいは 
カーバイドバーを用いて 
注水下で行う

窩洞形成
か どうけいせい

う蝕検知液を併用し、 
低速回転または手用器具で 
赤染部を注意深く除去する

スプーンエキスカベーター

シェードテイキング う窩開拡



う蝕除去 べベル付与

メタルインレー コンポジットレジン

ベベル付与 ベベルなし

箱型窩洞 形態に規定はない

コンポジットレジン修復の窩洞形態
メタルインレー コンポジットレジ

ンベベル付与 ベベルな
し

箱型窩洞 箱型窩洞でな
い

臼歯コンポジットレジンの窩洞

縁端強さが弱い

抵抗形態



ベベル付与
前歯コンポジットレジンの窩洞

エナメル質の接
着力向上

保持力強化

箱型窩洞でない

窩洞形成における窩縁形態のひとつ。  
メタルインレー修復の際、窩洞の外形線上に追加付与する。

ベベル（窩縁斜面）

目 的 
窩縁エナメル質の保護 
辺縁封鎖性の向上 
鋳造収縮・浮き上がりの補正

1mmくらいの幅で45°で

メタルインレー セラミック(レジン)インレー

ベベルを付与 
（ベベルドジョイント）

ベベルなし 
（バットジョイント）

外開きの箱型窩洞 
（角を立てて保持力UP）

外開きだが箱型でない 
（線角・点角部も丸める）

セラミックスやレジンは脆性材料 
＝縁端強さが弱い(欠けやすい)から

※抵抗形態確保のため厚みも確保

縁端強さが強い 
(※金合金なら後で延ばせることも)

バットジョイント 
（ベベルなし）

ストレートベベル ラウンドベベル

直接CR修復における窩縁形態

エナメル質

象牙質

原則的にはバットジョイントでも問題ない

あえてベベルを付与する、その目的 
・窩縁（特にエナメル小柱断面部）の接着面を増やして、辺縁封鎖性を向上 
　（ホワイトマージンやコントラクションギャップの防止にもなる） 
・窩縁を移行的にすることで周囲歯質との色調差が目立たず、審美性を向上

ロングベベル ショートベベル
ストレートベベルよりも 
縁端部の強度確保を意識

エナメル質が対象なので 
仕上げ用のダイヤモンド 
ポイントで付与（形成）



Ⅲ級窩洞、Ⅴ級窩洞 
咬合接触せず荷重されない 
審美性の回復をより重視 
→ストレートベベル、ラウンドベベル

Ⅳ級窩洞、切縁破折 
修復範囲が大きく、前方・側方滑走など 
様々な方向の負荷がかかるため、 
窩縁エナメル質の接着面積を増やして 
保持力を増強しておきたい 
→ロングベベル

Ⅰ級窩洞、Ⅱ級窩洞 
咬合接触時に、修復物やその辺縁に 
かかる強い咬合負荷に配慮する 
→バットジョイント、ラウンドベベル 
※窩縁と咬合接触点との位置関係に 
応じて付与する

答え　a b

ストレートベベル ラウンドベベル

バットジョイントステップ？

アンダーカット？

下顎前歯のⅢ級複雑窩洞（唇側開放） 
対合歯と接触せず、咬合負荷が直接かからない 
審美的な改善が優先される 
窩洞も小さい（ベベル付与は問題なし）

①う窩の開拡
かいかく

②感染歯質の除去

スチールラウンドバー

球状(ラウンド)バー

洋梨状(ペアー)バー

ダイヤモンドポイントあるいは 
カーバイドバーを用いて 
注水下で行う

窩洞形成
か どうけいせい

う蝕検知液を併用し、低速で 
赤染部を注意深く除去する



窩洞清掃・歯髄保護

歯質に対して強固に接着＝歯髄刺激性はほとんどなく 
裏層は原則として不要 

(顕性/不顕性を問わず)露髄が懸念される場合は、 
歯髄保護を考える必要 

水酸化カルシウム製剤やグラスアイオノマーセメント 
ＭＴＡセメントを保護材として使用 

酸化亜鉛ユージノールセメントはレジンモノマーを重合 
阻害するので使用不可

隔壁の調製

填塞時に適切な形態を付与するために用いられる 

前歯：ポリエステル製の透明マトリックスストリップ(帯) 

臼歯：金属製マトリックス＋リテーナー(保持装置)

象牙質プライマー塗布・乾燥 ボンディング材塗布・乾燥



光照射

コンポジットレジンの填塞
形態修正



咬合調整

仕上げ用＆研磨用器材



仕上げ・研磨後



術後管理とメインテナンス

歯髄の状態 

破折 

辺縁適合性と着色 

二次う蝕 

表面の摩耗 

色調

修復当日

知覚過敏の有無 

咬合状態 

修復物の色調適合性 

口腔衛生状態

経過観察
リコール 
メインテナンス

リコール 
メインテナンス

※注意事項の説明 

セルフケアの重要性

3～12M3～12M数日内

(必要に応じて) 

追加填塞 

再研磨 

補修修復



直接コンポジットレジン修復についてのまとめ

• 長所

• 審美的 
• 歯質接着性あり 
• 多数歯修復が可能 
• 修復後変色が少ない 
• 補修修復が可能 
• 修復操作が容易 
• 歯質削除量が少ない

•短所

• 光照射器が必要 
• 金属よりは物性低い 
• 遮光が必要 
• 経年的に摩耗・変色 
• 不均一な重合 
• 重合収縮 
• ごく稀にアレルギー有り

セメント修復
（P.52）

歯科用セメントの種類と用途

成形修復 グラスアイオノマーセメント

暫間修復・仮
封・仮着

リン酸亜鉛セメント，カルボキシレートセメント， 
酸化亜鉛ユージノールセメント，水硬性セメント

合着 グラスアイオノマーセメント，カルボキシレートセメント，　リン
酸亜鉛セメント,EBAセメント

接着 レジンセメント

裏層・間接覆髄
HY剤（タンニン・フッ化物合剤）配合グラスアイオノマーセメン
ト,HY剤配合カルボキシレートセメント，リン酸亜鉛セメント，水

酸化カルシウムセメント
直接覆髄 水酸化カルシウムセメント，MTAセメント

歯科用セメントの種類と用途

リン酸亜鉛セメント カルボキシレートセメント

グラスアイオノマーセメント グラスアイオノマーセメント



グラスアイオノマーセメント

➤ 審美性が良好 

➤ 歯質および金属に接着性を有し 

➤ 歯髄刺激性も低い 

➤ 関連品：コンポマー（コンポ
ジットレジンに二次的に酸塩基
反応とフッ化物徐放性を付与）

1873
シリケートセメント開発

1968
Smith（カナダ） 

GICを考案

1969
Wilson & Kent（英） 

GICを開発

1975
世界初のGIC発売（英）

1977
日本初の合着用GIC 発売 
（ジーシー社）

Modifications in Glass Ionomer Cements: Nano-Sized Fillers and Bioactive Nanoceramics

従来型グラスアイオノマーセメント

➤ 硬化機序 

➤ 粉末と液を混和することにより，酸
-塩基反応が起こって硬化する． 

➤ 硬化反応は，一次反応とそれに続く
二次反応に分けられる．

フルオロアルミノシリケートガラス 
シリカ・アルミナの混合物＋フツ化ア

ルミニウムなど， 
1,100～1,300℃で溶融,冷却し，粉状

に粉砕

粉末

ポリカルボン酸水溶液，酒石酸

液

従来型グラスアイオノマーセメントの硬化



粉末：シリカ、アルミナ、フッ化カルシウム、 

　　　  フッ化アルミニウム etc 

液：ポリカルボン酸（アクリル酸とイタコン酸 または マレイン酸の共重合体水溶

液）、 少量の酒石酸 

組成

　粉末中のアルミニウム、カルシウムなどの金属イオンと液成分中
のカルボキシル基との反応により硬化 （酸－塩基反応）

グラスアイオノマーセメント修復

フルオロアルミノシリケートガラスポリカルボン酸水溶液
シリカアルミナの混合物にフルオライト、 
クリオライト、フッ化アルミニウム、 
リン酸アルミニウムなどを混合し、 
高温で溶融・冷却・微粉砕したもの

アクリル酸とイタコン酸あるいは
マレイン酸の共重合体
酒石酸

5～10％程度添加する事で、操作
時間は長く硬化時間は短くなる

Ca2+ Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+
Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

• 組成：従来型とHEMAなど 

• 練和することで反応が進行（酸-塩基反
応） 

• 光照射によりレジン成分の重合反応　　　　
（ラジカル反応）

光硬化型グラスアイオノマーセメント
レジン添加型グラスアイオノマーセメント



フルオロアルミノシリケートガラス 
重合促進剤

ポリカルボン酸水溶液 
(メタクリル基) 
HEMA(親水性モノマー) 
重合開始剤 
酒石酸

歯面処理剤(コンディショナー) 
(※ポリアクリル酸、クエン酸など)

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

Ca2+

※歯面に対するイオン反応性は従来型に比べ低下も 
歯面処理(マイルドエッチング)併用で接着性は向上 
象牙質表面に樹脂含浸層が形成

レジン添加型グラスアイオノマーセメント

➤ 従来型の欠点である感水性と物性
を改良するために開発された． 

➤ 粉末と液にレジン成分を物理的に
配合したタイプと，液成分である
ポリカルボン酸にレジン成分を共
有結合させたタイプがある． 

➤ 硬化機序 

➤ 酸-塩基反応とラジカル重合反応
（光重合および/あるいは化学重合)
が同時進行する 

➤ ラジカル重合によりセメント練和
物表面は硬くなるが，酸-塩基反応
は硬化が完了するまで、長時間進
行する．

フルオロアルミノシリケートガラ
スに重合促進剤（あるいは還元
剤）が添加

粉末

ポリカルポン酸水溶液に親水性メ
タクリレートモノマー(HEMA)と
重合開始剤（あるいは光増感剤）
などが添加

液

レジン添加型グラスアイオノマーセメントの硬化



従来型
セメントとアパタイト内のカルシウム 
とのイオン結合(キレート結合)で接着 
エナメル質・象牙質ともに 
エッチングは不要

レジン添加型

樹脂含浸層を形成し、従来型より 
歯質接着性は高いが 
10～25%ポリアクリル酸などによる 
歯面処理が必要 
(※セルフエッチングタイプもあり)

歯質接着性
コンポジットレジン(20-100×10-6/℃) 

　＞金合金(14-15×10-6/℃) 

　　＞グラスアイオノマーセメント(13×10-6/℃) 

　　　＞セラミックス(9-12×10-6/℃) 

　　　　＞エナメル質(11×10-6/℃) 
　　　　　＞象牙質(8×10-6/℃)

窩洞との境界に間隙が発生 
(辺縁漏洩)

辺縁封鎖性

熱膨張・収縮の繰り返し

F-

F-

F-

F-
F-

F-

F-

F-

F-

F-

F-

F-
ハイドロキシアパタイトCa10(PO4)6(OH)2フルオロアパタイトCa10(PO4)6(F)2　

F- F
- F
- F
-

F-
F-

F-
F-

F-

F-

F-

F-
F-

F-

F-

F-

F-

F-

F-

F-

• 歯質に対して接着性をもつ（酸処理なし） 
• 辺縁封鎖性に優れる(熱膨張係数が歯質に近い) 
• 審美性に優れる(歯冠色修復材料で、透明度が高い) 
• フッ化物徐放性(およびフッ化物取り込み(リチャージ)能) 
(二次う蝕抑制効果が期待される) 

• 歯髄に対する為害性(刺激性)が低い(象牙質を介すれば無刺激) 
• 熱伝導性が低い(不良導体である) 
• 非貴金属に対して接着する 
• 操作性がよい 
• 歯頸部知覚過敏に効果がある

長所グラスアイオノマーセメント修復



• 感水性があり、填塞後、硬化するまでに唾液などの
水分に接触すると白濁する 

• 硬化後、乾燥すると亀裂を生じる 
• 硬化時間が長い 
• 機械的強さに劣る 
• 崩壊率が大きい 
• コンポジットレジンのほうが色の種類が豊富である

短所グラスアイオノマーセメント修復

3級、5級、くさび状欠損、根面う蝕、 
象牙質知覚過敏症、トンネル窩洞 
乳臼歯のⅠ・Ⅱ級窩洞 
(その他フィッシャーシーラント・裏層・支台築造など)

適応 

禁忌 
咬合圧のかかる部位（1級、2級、4級窩洞、切縁破折) 

唇側面エナメル質の広範囲の修復 

咬頭を被覆する修復 

口腔内が乾燥する口呼吸患者(口腔乾燥症) 

グラスアイオノマーセメント修復の手順



(1)シェードテイキング（色合わせ） 

シェードガイドを用いて，グラスアイオノ
マーセメントの色調を選択する． 

(2)防湿法 

ラバーダム防湿あるいは簡易防湿を必要に応
じて行う．

(3)窩洞形成（図Ⅱ-2-22～24） 

グラスアイオノマーセメントは歯質接着性を有し，辺縁
封鎖性も良好で，抗う蝕性を示す材料である．したがっ
て，窩洞外形を自浄域まで予防拡大する必要はなく， 

う蝕罹患部のみを除去した皿状の窩洞となる．窩洞形成
はラウンドバーで行う．くさび状欠損では，欠損部が窩
洞外形となる．

(4)歯髄保護 

必要に応じて行う． 

グラスアイオノマーセメントは，歯髄刺激性がほ
とんどないが，窩洞が深くて残存象牙質が非常に
薄くなった場合や露髄が疑われる場合には，水
酸化カルシウム製剤などによる覆髄を行う．

(5)隔壁（圧子）の調製，試適（図Ⅱ-2-25） 

必要に応じて圧子やポリエステル製の透明マト
リックスを選択し，試適する．



(6)歯面処理（図Ⅱ-2-26） 

10～25％ポリアクリル酸を10～20秒間塗布した後，水洗・乾燥する．また，セ 

ルフエッチングタイプの歯面処理剤もある．

(7)グラスアイオノマーセメントの練和 

手練和の場合，プラスチック表面加工した練和紙とプラスチック製スパチュラを 

用いる．ステンレス製スパチュラで練和すると，ステンレスが研削されて金属色が 

セメント泥に付蒲するので使用しない．粉末および液を正確に計量して練和紙に採 

取し，一括あるいは2分割して，30秒以内で手早く練和する．あらかじめカプセル 

に粉末と液が入っていて，これを純和するタイプのものもある． 

(8)
③接着前処理
デンティンコンディショナー（ポリアクリル酸など）の塗布後，水洗およびエア
ブローが行われる（図Ⅱ-4-17)．
製品によっては，プライマーを塗布した後にエアブローが行われる．
⑨グラスアイオノマーセメントの練和
歯科衛生士は練和紙に粉末を正しく計量し，液は垂直に逆さの状態で気泡を入れ
ずに静かに滴下する．正確な粉液比を得るための大事な操作である．また，容器は
すぐに密栓する（図Ⅱ－4-18-A).
メーカー指示時間以内で，セメントを練り上げる（図Ⅱ-4-18-B).



シェード 　　　
テイキング

防湿 窩洞形成

隔壁調整、　
試適

窩洞の清掃 練和

填塞
バーニッシュ

塗布
仕上げ

術式
術前 メタルストリップス

試適

色あわせをする



• 液使用に先立ち、容器を逆にして液の気泡を抜
く 

• 液を練板上に連続して連続して滴下すると、液
量が多めとなるので静かに区切って滴下する 

• 練和途中で液を追加すると、セメント硬化体
の機械的性質が劣化する 

• 練和時に 金属スパチュラ を用いない

使用上の留意点

グラスアイオノマーセメント修復

• 窩洞を乾燥状態にして填入する 

• 使用後は瓶を密栓する 

• 直射日光をさけて保存する 

• 液の粘性が高まったならば、50～60℃の温湯
で約15分加温する 

使用上の留意点

グラスアイオノマーセメント修復



(8)グラスアイオノマーセメントの填塞（図Ⅱ-
2-27） 

練和後,すみやかに填塞操作に移る.填塞にはレジ
ン充填・形成器やエキスプローラー（探針）を
用いる．また，大きめの窩洞にはシリンジを用
いると，窩洞細部まで気泡を混入させずに容易
に填塞できる． 

3級窩洞の場合には，あらかじめポリエステル製
の透明マトリックスを歯間部に挿入しておき，
填塞後，マトリックスで圧接する．5級窩洞の場
合には，填塞後に圧子で圧接する．

GIシリンジ

隅角部に気泡を混入しないようにするため

メタルストリップスで圧接
窩洞にグラスアイオノマーセメントを填入

填塞後、唾液などから隔離のため 
バー ニッシュを塗布（感水性）

(9)光照射（光硬化型グラスアイオノマーセメントの場合，図Ⅱ-2-28）
光照射器を用いて光照射を行う．
(10）



研磨

研磨は24時間後 
研磨後バーニッシュを研磨面に塗布し乾燥を防

ぐ

形態修正
次回来院時

(10）形態修正（図Ⅱ-2-29）
グラスアイオノマーセメントは初期硬化時に感水性があるため，注意が必要であ
る．マトリックスを除去して，刃の鋭利な手用切削具で余剰部を可及的に除去する．
唾液などの水分から表面を遮断するために，バーニッシュを塗布して当日の処置を
終了する．

(11）仕上げ（形態修正)，研磨（図Ⅱ-2-30,31）
仕上げ用超微粒子ダイヤモンドポイントおよびシリコーンポイントなどを用い
て，注水下で，発熱させないように注意しながら行う．3級窩洞では，研磨用スト
リップスを用いる．水洗後，軽く乾燥して，再度バーニッシュを塗布する．
4．そ



• 酸化亜鉛ユージノールセメン
ト 歯髄鎮静作用を有する 

液：ユージノール 

粉：酸化亜鉛

暫間修復用材料

1）暫間修復用セメント
暫間修復には，グラスアイオノマーセメント，リン酸亜鉛セメント，カルボキシ
レートセメントなどが用いられる．また，仮封には，酸化亜鉛ユージノールセメン
ト，水硬性セメントなどが用いられる．
(1)酸化亜鉛ユージノールセメント
粉末の酸化亜鉛と液のユージノールが，キレート反応によってユージノール亜鉛
を生成して硬化する．適度な流動性と成形性があり，硬化時の寸法変化も少なく，
窩洞に密着して優れた封鎖性を示す．また，酸化亜鉛の収敏作用とユージノールの
鎮静作用により，歯髄に対･して薬理作用を示す．
263－

酸化亜鉛ユージノールセメント

(2)水硬性セメント 

酸化亜鉛，硫酸亜鉛，硫酸カルシウムなどを含み，ポリビニル樹脂を主成分とす 

るパテ状で，唾液や水に触れることによって徐々に硬化する仮封材である．非ユー 

ジノール系であるため，酸化亜鉛ユージノールセメントのように歯髄鎮静作用はな 

いが，封鎖性は良好である．

水硬性仮封セメント（石こう系）

グラスアイオノマーセメント修復の長所

• 長　所

歯質接着性がある 

辺縁封鎖性に優れる 

審美性に優れる 

フッ化物徐放性およびフッ化物取り込
み（リチャージ）能がある 

歯髄刺激性が低い 

熱伝導性が低い 

非貴金属接着性がある

• 短　所

機械的性質が劣る 

感水性がある

グラスアイオノマーセメント修復の適応症と禁忌症

• 適応症

3級窩洞（前歯隣接面） 

5級窩洞（歯頸部） 

根面う蝕 

くさび状欠損 

歯頚部知覚過敏症 

トンネル窩洞 

乳臼歯の1級・2級窩洞 

フィッシャーシーラント，裏層，支台築
造，ARTなど

• 禁忌症

咬合力の加わる2級・4級窩洞 

切縁破折 

唇側面エナメル質の広範囲の修
復 

咬頭を被覆する修復



術前

窩洞形成



術後

非侵襲的歯科治療
➤ Atraumatic Restorative 

Treatment 

➤ 最小限の器材・シンプルな環境
下で行える修復法 

➤ ＷＨＯが歯科の診療設備が整わ
ない地域（災害現場・発展途上
国など）で行う修復技法として
推奨している 

➤ 手用切削器具（スプーンエキス
カベータなど）で感染歯質を最
小限に除去、高強度に調整され
た充填用グラスアイオノマーセ
メントで修復する





SEE YOU NEXT 
WEEK

次回は審美的間接修復とホワイトニング


