
保存修復学
4th lecture
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審美的インレー 
修復（P.68）
セラミック&コンポジットレジン
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審 美
  
 美と醜とを識別すること 
 「広辞苑」より 

 自然や美術などのもつ本当の美しさを的確
に見極めること。また、美の本質・現象を
研究すること 
    「大辞泉」より
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歯科審美学とは
➤顎口腔系における形態美・色彩美・機能美の調
和を図り、人々の幸福に貢献する歯科医療のた
めの学問 

（日本歯科審美学会HPより）
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歯科医療の目標
➤口腔疾患の予防、治療そして健康保持・・・ 

➤ただ機能を回復しても、審美的に満足しなければ、
心身の健康は実感できない。 

➤歯科における審美はQuality Of 
Lifeの向上に大きく貢献する。

5

• 薬剤を使ったホワイトニング 
• 歯の一部を削って白い人工材料で修復•歯の色を白く

• 歯の一部あるいは全部を削ってキレイな形に作っ
た人工材料で修復•歯の形をキレイに

• 歯ぐきの炎症や変色を取り除き、出血や口臭をな
くす•歯肉をキレイに

• 歯並びとかみ合わせを改善、上下口唇のバランス
や形を整える矯正治療•歯並びをキレイに

• 白い人工材料などを使ったブリッジ・義歯 
• 人工歯根を植えて、欠損を補うインプラント

•歯の抜けた所を 
キレイに
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保存修復法の分類

•直接法（成形修復）

•接着性修復

• コンポ
ジットレ
ジン修復

• （グラス
アイオノ
マーセメ
ント修
復）

•非接着性修復

• アマルガ
ム修復

• 直接金修
復

•間接法（イン
レー／アンレー
修復）

•接着性
修復

• 接着性レ
ジンセメ
ント

•非接着
性修復 
（合
着）

• 無機セメ
ント
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インレー修復の分類

•メタル

•金銀パラジウ
ム合金 

•金合金 
•銀合金

•レジン

•コンポジッ
トレジン 

•硬質レジン 
•ハイブリッド
セラミック
ス

•セラミックス

•焼成法 
•鋳造法 
•加圧(押し込
み)法 

•削り出し法 
•CAD/
CAM

審美的(歯冠色)インレー
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セラミックインレーとは
➤ セラミックス 

＝ポーセレン／陶材 

➤ 歴史自体は非常に古いが、色々
な問題があり普及していなかっ
た

セラミックス材料の物性改善と 
接着性レジンセメントの発達
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歯科用陶材の歴史
➤ 18世紀後半～　陶芸家が義歯
用陶歯を試作、誕生 

➤ 19世紀末　長石系セラミック
スクラウンが考案 

➤ 1956　陶材焼付鋳造冠（PFM)
が登場 

➤ 1990年代　アルミナ系セラ
ミックスの登場 

➤ 2000年代　ジルコニア系セラ
ミックスの登場

http://think-right.biz/index.html
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セラミックインレーの適応症(昔)

Shillingburg HT “Fundamentals of Tooth Preparations for Cast Metal and Porcelain Restorations"
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セラミックインレーの適応症(今)

Shillingburg HT “Fundamentals of Tooth Preparations for Cast Metal and Porcelain Restorations"
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セラミックインレー修復の種類

•従来から行われてきた，珪藻土などの粉末を築盛後、高温で焼き固め
る• 焼成法

•高温で液状化したガラス材で鋳造する
• 鋳造法（キャスタブルセラ
ミックス)

•鋳型に結晶化ガラスを加圧して押し込む，• 加圧法(押し込み法)

•セラミックブロックからインレー体を削り出す．• 削り出し法（ミリング法）

•コンピュータでインレー体を設計して削り出す• CAD/CAM法

•模型上でレジン原型を製作してスキャニングし，インレー体を削り出
す• 機械的削り出し法
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審美的インレー
修復の流れ
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旧修復物の撤去～感染歯質の除去～覆髄・裏層
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裏層（コンポジットレジンによる裏層）
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G.V.Blackによる窩洞の条件
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窩洞外形に求められる条件

•できるだけ歯質の保存に努める

•全体に緩やかに丸く、対合歯との接触
部に外形線が来ないように

•修復物破折の回避

•予防拡大は必要最小限にする

•接着性レジンセメントで接着（辺縁封鎖
性に優れている）

• 歯肉側窩縁は，歯肉縁と縁上～縁下1.0mmの
範囲

•接着時に歯肉溝滲出液により、防湿困難
山崎長郎，ボンディッドレストレーション
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実は、使うBur/Pointの寸法にも配慮してます

形成中に深度や幅を直感的に把握できる
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材質に応じた幅や厚みの確保（抵抗形態）
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保持形態／便宜形態

厳密な保持形態を付与する必要はない 
保持力はレジンセメントの接着力に依存

非金属系：concave
（椀・皿型）

金属系： 
square（箱型）
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抵抗形態／便宜形態
●咬頭隆線は丈夫なの
で，できるだけ残す 
●レジンインレー体を十
分な厚みにする 
●すべての線角・点角を
丸く仕上げる

CR・セラミック修復形成用 
ダイヤモンドポイント
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窩洞形成のプロトコール
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抵抗形態／便宜形態
• インレーや歯質が割れたり欠けないように、歯質を戦略的に削除することもあ
る 

• 複雑な外形は、精度の低下や破折リスクを伴うので、できるだけ単純な形態が
望ましい　 

• 審美性に配慮した外形設定を行うこともある（下顎咬合面や上顎頬側面の回避
など）

機械的強度の確保や適合性の向上が、歯
質の保存に優先されることもある

24



抵抗形態／便宜形態 
（割れたり欠けないためのデザイン）

マージンは咬合接触点
から1mm以上離す

咬頭の幅が2mmを切
れば削合、修復物で被
覆する

凸隅角は可及的に
丸める
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窩洞外形／便宜形態／抵抗形態 
（材質などに応じたカーブの種類）

リバースカーブ フレアーカーブ
金合金など延展性に優れた 
材質向き

本来練成充填向きだが、 
セラミックなど縁端強度を 
担保したい材質向き
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インレーの保持は，主としてセメントの接着力に依存する

メタルインレーに比べると やや外開き

メタルインレー 審美的インレー

便宜形態（修復しやすいように）
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窩縁形態（修復物の辺縁部の形）

バットジョイント

ベベルを付与すると、レジン・セラミックは 
辺縁が破折しやすいが、金属系（特に金合金）は 

擦り合わせで滑らかなマージンとなる

ベベルドジョイント
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審美的インレー窩洞の要件

•シンプルな曲線、歯肉側窩縁は極力縁上•窩洞外形

•基本的には箱型だがコンケイブ窩洞•保持形態

•線角・点角は丸く、インレー体に厚みを確保•抵抗形態

•窩壁はメタルインレー窩洞よりもやや大きめの外開き•便宜形態

•バットジョイントを原則とする•窩縁形態

•無菌的かつ健全•清潔な窩洞
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実際の窩洞形成
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窩洞形成の注意点

• 便宜形態として外開きを備えた窩洞とする.

• メタルより外開きが大きいので削除量が大きくなりやすい

• 窩洞外形が対合歯の咬頭と重ならないよう設計

• 最終的に接着するため，厳密な予防拡大や保持形態は必要なく， 
健全歯質の保存に努める．

• 接着していないところがあるとその部位から破折しやすい 
（微小漏洩が破折の原因にもなりやすい）
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色調確認
➤ シェードテイキング 

➤ シェードガイド（色見本）を
用いて，修復歯と修復材料の
色調選択を行う． 

➤ 出来れば処置前に行うのが望
ましい 

➤ 自然光下で行う 

➤ 患歯と隣在歯を濡らしておく
（乾燥すると白化する） 

➤ シェードガイドを濡らす

32



シェードガイド

•クラシカルシェードガイド(Vita
社)

• 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
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窩洞形成～印象採得
http://www.carolinalenzi.it/
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印象採得 
　 

ラバーベース印象材 

シリコ－ンラバー印象材 
ポリエーテルラバー印象材 

ポリサルファイドラバー印象材
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シリコーンラバー印象材

•寸法安定性が悪い

•硬化時に収縮する

• 硬化時にアルコールが発生

•寸法安定性が良好

•硬化時の副産物なし

縮合型 付加型
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長　所 短　所
優れた弾性（アンダーカット部
も印象採得できる） 

精度が高い 

寸法安定性が高い（印象後すぐ
石こうを流さなくてよい） 

悪臭がない

疎水性である 

硬化後の硬度が高いので，印象
の撤去にやや難がある 

シリコーンラバー印象材
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シリコーンラバー印象材

パ　テ インジェクション
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シリコーンラバー印象材（パテ）
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シリコーンラバー印象材（パテ）
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シリコーンラバー印象材　自動練和器

https://www.youtube.com/watch?v=z20Yk1O68bk
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シリコーンラバー印象材（インジェクション）
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シリコーンラバー印象材（インジェクション） 

積層（連合）二回印象法
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窩洞を正確に印象する 
のが大前提

窩洞形成できても， 
印象を失敗すると 
正確な模型ができない

印象材の特性を知ること

印象採得
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仮封

•次回来院時まで，形成面の
保護，咬合・接触関係の保
持のため，窩洞を仮封する

•その際,合着時のレジンセメ
ントの重合を阻害するおそ
れがあるユージノール系の
材料は避ける．
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47

技工作業
 

インレー製作
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加圧（押込み）法（IPS E-MAXプレス）
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加圧（押込み）法（IPS E-MAXプレス）
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CAD/CAM法（CEREC SYSTEM）
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CAD/CAM法の特徴

•長所

•製作時間の短縮 
•製品の品質が優れて
いる 

•データの保存 
•機能的な形態の付与

•短所

•装置が高価 
•システムに対する熟
練度 

•症例が限られている 
•作製物に感覚的要素
を盛り込めない
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試適・調整・装着
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形成・印象から1週間後（仮封）
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窩洞の清掃
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インレー体の試適・調整
➤ 仮封材を除去した後，イン
レー体を窩洞に試適し,適合性
や隣在歯との接触関係，咬合
関係をチェックする 

➤ この際，無理な力を加えると
インレー体の破折を生じるの
で，慎重な操作が要求され
る． 

➤ 特に咬合調整は，セメント合
着後に行うほうが安全であ
る．
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試適・確認
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インレー体 
内面の清掃・ 

表面処理
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インレー体内面の清掃・表面処理

•シランカップリング処理

•シランカップリング剤（セラミックプライマーを塗布）

•エッチング処理

•フッ酸もしくはリン酸を塗布、処理後水洗・乾燥

•サンドブラスト処理

•直径50µmのアルミナ粉末を噴射
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サンドブラスト（SAND-BLASTING） 

• コンプレッサーによる圧縮空気に研磨
材を混ぜて吹き付ける 

• 内面の物理的な汚染が除去されると
同時に、ミクロ的には微細な凹凸が
形成され、接着面積の増大に繋がる 

• 研磨材はアルミナやガラスビーズなど 
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サンドブラスティング

highly polished surface of The 
ceramic restorations

sandblasted surface with a 
50μm alumina powder

http://pocketdentistry.com/13-bonding-to-non-conventional-surfaces/
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フッ酸（フッ化水素
酸）エッチング
• シリカ（ケイ素）表面を溶解、
微少構造を形成、接着力を向上
させる 

• 触れてしまうと、骨壊疽や低Ca
血症の原因になる劇薬 

• 応急処置には、接触部位の流水
洗浄→中和剤（グルコン酸Ca） 

• 1982年、誤って塗布された幼
女が死亡する医療事故が発生。 •劇薬のため、現在はラボサイド

での処理が推奨され、チェアサ
イドではリン酸や他の薬剤で
代用されることが多い
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フッ酸エッチング

Diamond-cut porcelain 
surface

Same porcelain surface following a 90-second 
etch with Ultradent Porcelain Etch.

https://www.ultradent.com/en-us/Dental-Products-Supplies/Bond-Etch/Etchants/Hydrofluoric-Acid-Gel/Ultradent-Porcelain-Etch-and-
Silane-Ceramic-Etchant-and-Silane-Solution/Pages/default.aspx
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リン酸エッチング／
シランカップリング
• リン酸を用いて表面を清掃、酸
性モノマーが反応しやすい環境
を演出する 

• ジルコニアの場合はリン酸が反
応阻害してしまうので禁忌 

• フィラーなどのシリカ基とレジ
ンモノマーのメタクリロ基を共
重合（カップリング）する 

• 加熱処理との併用で反応が向上
する（120～140度で3分）
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シランカップリング

•無機質(セラミックス)と 
有機質(レジンセメント)の
仲立ちをする

• セラミックスとシランカッ
プリング剤の両者に含まれ
るケイ素を介して、シラン
カップリング剤のメタクリ
ロイル基とレジン中のモノ
マーが共重合し化学的に結
合する
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シランカップリング

γ-MPTS　(3- Methacryloxypropyl-trimethoxy 
Silane)
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シランカップリング

加水分解により生じるシラノール（Si-
OH）同士が縮合してシロキサン結合
（Si-O-Si）を形成

縮合反応の速度はpHが3.5～4の場合に
最も遅い

加熱、乾燥などにより、副生する水や
アルコールなどを系外に除くことで進行
が加速

乾燥は、室温～100℃の温度で、15分
程度が適当

／ 
 
＼

／ 
 
＼

／ 
 
＼

／ 
 
＼

「シランカップリング剤」東レ・ダウコーニング
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近年では多素材適応の修復装置用プライマーも登場して
いるので、面倒くさがらずに。
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合着と接着

•合　着

• 修復物表面と歯面の凸凹
にセメントが介在して、
機械的に嵌合する 
• リン酸亜鉛セメント 
• ポリ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

•接　着

• 修復物と歯質、セメント
が物理・化学的に結合す
る 
• レジンセメント 
• RMGIC
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防湿下での接着処理
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歯面処理・接着

•歯面処理

•ラバーダムあるいは簡易防湿
後，窩洞の歯面処理を行う． 

• 処理方法は，使用するレジン
セメントの操作手順を遵守し
て行う．

•接着

•練和したセメントを，イン
レー体内面に塗布し窩洞に挿
入，圧接する． 

• レジンセメントは，デユアル
キユア型または化学重合型 

• 溢出したレジンセメントは，
硬化後除去が困難 

• 必ず硬化前に除去しておく．
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レジン添加型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の酸-塩基成分に
レジンの重合成分を配合したもの.

• 粉・液タイプとペースト・ペーストタイプがあ
る．

• 一部で，付属コンディショナーによる歯面処
理を推奨している

• 30秒以内に手早く一括練和を行う．
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レジン添加型グラスアイオノマーセメント
（RMGIC）

• Base

• フルオロアルミノシリケー
トグラス

• 着色剤

• 水

• コロイダルシリカ

• 重合促進剤

• X線造影剤

• Catalyst

• ポリカルボン酸

• 水

• コロイダルシリカ

• HEMA(親水性モノマー）

• 重合開始剤
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接着性レジンセメント

•ＣＲ修復の接着システムと同様に、接着性モ
ノマーを含有、事前処理を行い強固に接着

•唾液溶解性がきわめて少ない

•基材によりメチルメタクリレート(MMA)系・
コンポジットレジン(CR)系に分類
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ＭＭＡ系レジンセメント

•筆積／混和

• ポリマー粉末(PMMA)と筆積法もしくは混和して用いる

•モノマー液混和

• モノマー液(MMAと4-META)とキャタリスト(TBB)を混和

•エッチング

• エナメル質：65%リン酸 • 象牙質：10%クエン酸-3%
塩化第二鉄水溶液
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ＣＲ系レジンセメント

• ペースト練和

• ペーストA・Bを練和して用いる

• （セルフエッチング）プライミング

• EDプライマーA・Bを混和、20秒間作用

• （エナメルエッチング）

• エナメル質：40%リン酸水溶液
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CR系接着性レジンセメントの特徴
• 光重合またはデュアルキュア型 

• ベース&キャタリストを練和 

• 光照射によって硬化開始 

• 届いてない所も徐々に硬化して
いく 

• 溶解性はほぼないので、装着後
のセメント除去が非常に重要
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セルフアドヒーシブレジンセメント

•ペースト練和

•ペーストA・Bを練和して用いる
（セルフミキシングが主流）

•歯質に対する 
事前処理は不要 

•（修復物には必要）
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レジンセメントと表面処理まとめ
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Micro Interlocking Surface Wetting Chemical Interaction
微小な（物理的）嵌合
サンドブラスト・エッチングなど

界面のなじみ（ぬれ）
洗浄（界面活性）、乾燥など

化学的な相互作用
機能性モノマーとHApのイオン結合

Micro Nano

もっと粗いと「合着」 もっと細かいと「融合」接  着
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3-E&RA 

歯質を脱灰する酸処理材で、界面を処理して 

嵌合形態を形成する（処理後は水洗が必要） 
　エナメル質･･･30~40%リン酸水溶液など 

　象牙質･･･リン酸水溶液、クエン酸水溶液、EDTAなど

機能性モノマーを含むボンディング材により 

充填物とも強く結合するボンド層を形成する 
　※重合促進剤または光照射による重合反応が必要

象牙質と接着材とのぬれ(なじみ)を得るため 

前処理によって界面を最適な状態に改質する 
　※プライマー単独では接着性を発揮しない 

　※エナメル質には不要だが、施しても問題なし

象牙質エナメル質

Micro Interlocking

Surface Wetting

Chemical Interaction

プライミング

エッチング

ボンディング

直接CR修復の基本的な接着システム
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接着性レジンセメント
•ＣＲ修復の接着システムと同様、機能性モノマー
（歯質と接着性を有する）が配合

•接着耐久性が高く、唾液溶解性もきわめて少ない

•基材の構成にて、メチルメタクリレート(MMA)系
とコンポジットレジン(CR)系に分類される

•あらかじめ表面処理を行うことで強固に接着
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メチルメタクリレート(MMA)系レジンセメント

•液と粉を混和

• 液と粉(PMMAポリマー)を混和もしくは筆積法で用いる

•モノマー液に重合開始剤を混和

• 液(MMAモノマーと4-META)と重合開始剤(TBB)を混和

•歯質への酸処理(エッチング)

• エナメル質：65%リン酸 • 象牙質：10%クエン酸-3%
塩化第二鉄水溶液

1980年代初めに登場。 

化学重合型（粉・液を混合して重合開始剤） 

機能性モノマー(4-META)が配合されて、歯質との
接着力はCR系と同等 

CR系に比べて弾力性はあるが、フィラーが配合さ
れていないため機械的強度が低い

例：スーパーボンド
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CR(コンポジット)系接着性レジンセメント

• 光重合またはデュアルキュア型(光重合＋化学重合) 

• 複数のペースト（ベース&キャタリスト）を練和 

• シャープに硬化し溶解性はないので、完全硬化前の
セメント除去が非常に重要(辺縁部の残置は歯肉炎な
どの原因)

例：パナビアV5セメント

• レジンペースト（セメント）を練和

• ベースとキャタリストが練和され重合開始

• 歯質・支台歯へのプライミング

• 支台歯用プライマーで20秒間処理

• （辺縁の）エナメル質をエッチング

• エナメル質：40%リン酸水溶液
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光照射による方法 化学硬化による方法

2～5秒間光照射 2～4分間保持 余剰セメントが半硬化した 
状態で容易に除去できるクリアフィル®ユニバーサルボンドQuickERを 

併用する場合は1～2秒光照射でOK

余剰セメント除去のタイミングを光照射/化学硬化より選択可能 
半硬化した余剰セメントは容易に除去できます余剰セメントの除去がカンタン

仮重合（タックキュア）
※第112回(2019) 歯科医師国家試験に初出題

（その後、完全に硬化するまで待機する）
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歯質を脱灰する酸処理材で、界面を処理して 

嵌合形態を形成する（処理後は水洗が必要） 
　エナメル質･･･30~40%リン酸水溶液など 

　象牙質･･･リン酸水溶液、クエン酸水溶液、EDTAなど

機能性モノマーを含むレジンセメントにより 

支台歯と強く結合するセメント層を形成する 
　※光重合、化学重合、またはデュアルキュアによる硬化が必要

象牙質と接着材とのぬれ(なじみ)を得るため 

前処理によって界面を最適な状態に改質する 
　※プライマー単独では接着性を発揮しない 

　※エナメル質には不要だが、施しても問題なし

象牙質エナメル質

Micro Interlocking

Surface Wetting

Chemical Interaction

プライミング

エッチング

セメンティング

直接CR修復の接着システムを間接修復に応用可能
セメントー支台歯(窩洞)
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接着 

レジンセメントの接着において
接着界面は２つ存在する

接着する対象(被着体)の性質に合わせた 
表面処理がそれぞれに必要

脇宗弘先生のスライドより

修復装置ーセメント

セメントー支台歯(窩洞)

金属・セラミックス・レジン

歯質・支台築造体（コア）
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メタルコア 
貴金属/非貴金属

天然歯 
Enamel/Dentin レジンコア

貴金属/非貴金属 ジルコニア系セラミックス CAD/CAM冠(重合済CR)シリカ系セラミックス

修 復 装 置

支 台 歯

レ ジ ン セ メ ン ト
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圧縮空気に研磨材を混ぜ、被着面に噴射する 

研磨材はアルミナやガラスビーズ粒(直径25～100μm)  

内面の物理的な汚染が除去されると同時に、微細な
凹凸が形成され、接着面積の増大に繋がる  

機能性モノマーを含むレジンセメントにより 

修復装置と強く結合するセメント層を形成 
　※光重合、化学重合、またはデュアルキュアによる硬化が必要

修復装置の表面に薬剤を塗布、レジンセメントとの
接着を仲介（カップリング）する 

メタクリル基（表面の金属やシリカと結合し、レジ
ンセメントと接着する）を表面に生成する 

基本的には、被着体の素材ごとに複数の薬剤が必要

Micro Interlocking

Surface Wetting

Chemical Interaction

プライマー処理

サンドブラスト処理

セメンティング

直接CR修復の接着システムを間接修復に応用可能
修復装置ーセメント

フッ酸処理
Micro Interlocking

※シリカ系セラミックスで 
亀裂が入りやすい場合
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サンドブラスト処理

Before

After

http://pocketdentistry.com/13-bonding-to-non-conventional-surfaces/
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フッ酸処理

• 元来はフッ化水素酸(フッ酸)溶液でシリカ系
セラミックスの表面を溶解、微少構造を形成 

• 触れてしまうと、骨壊疽や低Ca血症の原因
になる（劇薬） 

• 応急処置には、接触部位の流水洗浄→中和剤
（グルコン酸Ca） 

• 劇薬のため、現在はラボサイドでの処理が推
奨され、チェアサイドでは他の薬剤で代用さ
れることも多い

Before

After
https://www.ultradent.com/en-us/Dental-Products-Supplies/Bond-Etch/Etchants/Hydrofluoric-Acid-Gel/Ultradent-Porcelain-Etch-and-Silane-Ceramic-Etchant-and-Silane-
Solution/Pages/default.aspx
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(修復装置への)プライマー処理

（レジン系材料と直接接着しない）被着体の表面
に薬剤を塗布、レジンセメントとの接着を仲介
（カップリング）する 

金属基やシリカ基と結合し、レジンセメント内の
モノマーと共重合できるメタクリル基を表面に生
成する 

被着体の素材ごとによって、複数の処理剤が必要
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• 表面清掃(唾液・血液などの汚染除去)や・酸
性環境の演出(プライマーの効果を強める)目
的で、プライマー処理前にリン酸・EDTAな
どで酸処理（その後で水洗・乾燥）するこ
とがある 

• 近年では専用の清掃剤（MDP塩の入った界
面活性剤、pH4.5程度）も登場 

• ジルコニアセラミックスの場合は、逆にリ
ン酸が表面結合して、レジンとの接着を阻
害するので回避

(修復装置への)リン酸処理
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シランカップリング

γ-MPTS　(3- Methacryloxypropyl-trimethoxy Silane)

• セラミックスやフィラーなどのシラノール基(Si-OH)と、 

（重合前のレジンセメントやCR内の）モノマーを 
仲介して、化学的結合（共重合、カップリング）する

シラノール基
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／ 
 ＼

／ 
 ＼

／ 
 ＼

シロキサン結合

レジンセメントと共重合

加水分解により生じるシラノール（Si-OH）同士が
縮合してシロキサン結合（Si-O-Si）を形成

縮合反応の速度はpHが3.5～4の場合に最も遅い

乾燥などにより、副生する水やアルコールなどを
系外に除くことで進行が加速

加熱処理との併用でも反応が向上する 

（例:120～140度で3分）

「シランカップリング剤」東レ・ダウコーニング

／ 
 ＼
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プライマーの接着に作用する成分は 
被着体（歯質・修復材料）ごとに異なる

金属酸化物系セラミックス 
(ジルコニア系 /アルミナ系)

CRポリマー(重合済みのCR)・ 
CRブロック(CAD/CAM冠の材料)

シリカフィラー配合CR

シリカ系セラミックス 
歯科用陶材(長石系セラミックス・ 
二ケイ酸リチウム系セラミックスなど

シランカップリング剤 
(γ-MPTS, LCSiなど)

硫黄含有モノマー 
(VBATDT, MTU-6, 10-MDDT, MDTPなど)

貴金属(金・銀・白金など)

非貴金属 
(コバルト・ニッケル・チタンなど)
リン酸エステル系モノマー 
(10-MDP, Phenyl-Pなど)

歯質(エナメル質・象牙質)
カルボン酸系モノマー 
(4-META, 4-AET, 4-MET, MAC-10など)

リン酸エステル系モノマー 
(10-MDP, Phenyl-Pなど)

リン酸エステル系モノマー 
(10-MDP, Phenyl-Pなど)

ホスホン酸系モノマー (6-MHPA)
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1983

リン酸エステル系モノマー「MDP」を導入した 
初の接着性レジンセメント

Panavia EX

1993 1998
2003

システムの簡素化と術後刺激の低減を図り、 
セルフエッチングプライマーとセメントペーストで構成

Panavia 21

Panavia Fluoro Cement

初のデュアルキュア型。表面処理フッ化ナトリウムと 
光重合開始剤の導入で、接着界面の強化と辺縁適合性を向上

Panavia F 2.0

重合システムを、LED照射器に対応するよう改良

CR(コンポジット)系接着性レジンセメントの進化
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多様な審美修復に対応するため、カラーバリエーションと高い機械的特性、変色防止を目的とした成分変更

2007

Clearfil Esthetic Cement

101

新規触媒技術を導入して、象牙質接着性と色調安定性を向上。シンプルな術式で幅広い用途にも対応

2015

Panavia V5 Cement
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MDPなどの優れた機能性モノマ
ーが登場したことによって、 
修復装置・支台歯双方への処理
が年々簡略化されてきている。 

（例：酸処理の省略、材質ごと
のプライマー使い分けが不要）

近年のCR系レジンセメントは、どんどん簡略化されている
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CH3

H2C

O

O

O

O

OH

OHP

重合基 疎水性基（炭素鎖） 機能性基
ハイドロキシアパタイトやカルシウム、  
ジルコニア、金属等と化学結合する 

（イオン結合・ナノレイヤリング）

適切な疎水性(耐久性)を付与する他のモノマーと重合硬化する

10-MDP（10-メタクリロイルオキシデシル ジハイドロゲン ホスホネート）

セルフエッチング能(歯質との接着性)を有していて、耐水性も高い
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シリカ(Si)に対しては 

シランカップリング 

(γ-MPTSなど)が必要

歯質(エナメル質/象牙質)

10-MDPは歯質への接着力のみならず、 
金属やジルコニアに対しても高い接着強さ
を示す

10- 
MDP

Silane 
Coupling 
Agent

貴金属/非貴金属 ジルコニア系 
セラミックス

二ケイ酸リチウム系 
ガラスセラミックス 
(Li2O5Si2)

CRブロック(CADCAM冠の材料) 
無機質(シリカ)フィラー配合CR 
Composite Filler (Si)

UA 

γMPTS 
R−(CH2)n−Si−X(3-n)

歯科用陶材(長石系セラミックス) 
K2O･Al2O3･6SiO2
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•ペースト練和

• ペーストA・Bを練和して用いる
（セルフミキシングが主流）

•歯質に対する 
事前処理は不要 

•（修復装置には必要）

• セルフエッチングシステムをセメント内に 
組み込んだレジンセメント 

• 歯質に対する接着前処理を必要とせず、 
デュアルキュアで硬化させることが可能 

• 簡便かつ効率的な接着操作が行える。 

• その反面、プライマー併用型のレジンセ
メントと比べると、まだまだ接着力が若
干低く、セメント色も透明化しにくい

SELF-ADHESIVE RESIN CEMENT
セ ルフ ア ド ヒ ー シ ブ 型レジン セ メ ン ト
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セルフアドヒーシブ型レジンセメント

操作が簡便であり、プライマー併用型に比べるとコストも安い（合着
用グラスアイオノマーセメントと比べると同等～少し高い） 

手軽にレジンセメントを使えるということで、近年人気を集めている 

最近では、修復装置へのプライマー処理も不要と謳ってる製品もある
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セメントをどう使い分けるか

歯質接着性 F-徐放性 歯髄親和性 操作難度
従来型GIC あるが弱い あり 高 中
RMGIC あり あるが弱い 高 易

レジンセメント 極めて高い 基本的になし 中 中～難

• RMGIC

• 処置時間・コストに制約があ
る 

• 強い接着力を要求しない 
• 前処理を必要としない

• 接着性レジンセメント

• 処置時間・コストに余裕が必
要 

• 強固な接着耐久性が必要 
• 対象物ごとに前処理の内容が
異なる
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インレー合着

111

余剰セメントの除去

112



浮き上がりを防止しつつ光照射

113

硬化後、接着剤バリの除去

114

咬合調整

•試適時の咬合調整は破折の危
険があるので,最終的な咬合調
整は合着後に行う。咬合調整
後，再度研磨を行って修復を
完了する．

•調整のために削合したセラ
ミックスの粗面は対合歯を咬
耗させる危険があるため，入
念に研磨する．

http://www.m-nishikawadental.com/blog/2016/02/post-126.html
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咬合確認・マージン研磨後

116



セラミックインレー装着まとめ

https://www.youtube.com/watch?v=_Kx_VXJAA8w
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セラミックインレー修復の特徴

•長所

• 天然歯に似た色調・光沢 
• 変色・着色が少ない 
• 唾液などに溶解せず化学的
に安定 

• 耐磨耗性に優れている 
• 熱・電気を伝えにくい 
• 歯髄や歯周組織に対して為
害作用がない

•短所

• 製作過程が煩雑 
• 強度、特に縁端強度が小さ
い 

• 辺縁部の適合調整が難しい 
• 色調を合わせるには熟練を
要する
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コンポジット 
レジンインレー
コンポジットレジンで製作したインレー
を、接着性レジンセメントで歯に接着

119

直接コンポジットレジン修復との比較

•長　所

•十分な光照射・加熱処理で強度
や耐摩耗性が向上 

•ほぼ完全に重合完了してる為，
重合収縮によるギャップやホワ
イトマージンの形成を抑制 

•接触点・隣接面をより適切に再
現可 

•処置時間（チェアタイム）の短
縮（特に２級窩洞）

•短　所

•健全歯質の削除量が多くなる． 
•複雑な窩洞や薄い窩洞に不向き 
•間接法のため2回以上の来院が
必要 

•接着操作が煩雑・余剰除去が困
難 

•界面劣化・摩耗による溝（クレ
ビス）の形成・着色
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重合収縮に伴う応力の発生

121

重合収縮による間隙(コントラクションギャップ)

•コントラクションギャップ発生

• 辺縁漏洩、褐線
• 温度や機械的刺激で

ギャップの容積や圧力
が変化、歯髄刺激

• 細菌が侵入、二次齲蝕
や歯髄炎に 

• 応力が接着強さを上回ると 
接着界面が崩壊

•重合(CR硬化)時、収縮応力が発生 
（化学重合:中央、光重合:照射元へ）

対策

•歯質接着性の向上(接着強さの高いボンディング材の
使用など) 

•収縮応力の緩和(C-factorを考慮した窩洞形態・材料
選択、積層充填など)
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エナメル質亀裂(ホワイトマージン）の誘発

•辺縁付近のエナメル質に亀裂など
を生じる(ホワイトマージン)

• 歯質自体に応力がかかりやすくな
る。

•コントラクションギャップの発生
は抑制される

•歯質に対する接着性が優れた 
レジン材料を使用
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ホワイトマージン～褐線
➤ 長期的に辺縁漏洩から様々な問題が生じる

124



125

レジンインレーの適応

•適応

•小臼歯・大臼歯のⅠ
級，Ⅱ級 

•直接法では困難な場
合 

•直接法とほとんど同
じ

•禁忌

•習慣性ブラキシズム
のある患者 

•大臼歯の機能咬頭被
覆 

•多数歯にわたる修復 
•う蝕罹患性の高い患
者

126

術前
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う蝕除去～覆髄・裏層～窩洞形成
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印象採得～作業用模型の作製～コンポジットレジン築盛・重合

129

形態修正・研磨～完成

130

試適・調整～接着

131

術前・術後

132



インレー修復の予後

133

インレーの脱落
• 頻繁に起きうるトラブル 

• 保持形態や接着処理などが不十
分 

• 厚みの足りないインレーに多い

134

二次う蝕
• 裂溝の追及が不十分 

• 感染歯質の取り残し 

• 接着処理が不適切

135

歯質の破折
• 残存歯質が咬合圧に耐えられる
か検証不足 

• 抵抗形態に十分配慮した設計が
必要 

• 咬耗や偶発的な負担過重なども
影響
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インレーの破折
• 抵抗形態の不足 

• 修復物の磨耗 

• 咬合時の負荷過重
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諸 行 無 常
形あるものは 
いつか 
必ず壊れる 

でも、それは全てを尽くしてから

138

ホワイトニング 
（P.217）

139

歯の色を

歯の形を

歯肉を

歯並びを

歯の抜けた所を

•薬剤を使ったホワイトニング 
•歯の一部を削って白い人工材料で修復

•歯の一部あるいは全部を削ってキレイな形に
作った人工材料で修復

•歯ぐきの炎症や変色を取り除き、出血や口臭をなくす

•歯並びとかみ合わせを改善、上下口唇のバランス
や形を整える矯正治療

•白い人工材料などを使ったブリッジ・義歯 
•人工歯根を植えて、欠損を補うインプラント

キ
レ
イ
に
！
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ホワイトニング 
（漂白／ブリーチング）

歯の表面を削ったり、溶かしたり
するのではなく、用いる薬剤成分
が着色物質を分解することにで、
自然な白さを得ること

141

歯科医療の目標＝口腔疾患の治療・予防、健康保持

でも機能回復だけで心身の健康は実感しづらい
患者が審美的に充足できるかが重要

ホワイトニングもまた、 

Quality Of Lifeの向上に大きく貢献
142

古代ローマ人 
“え…尿に山羊を混ぜて塗ったら 
歯白くなるって聞いて…”

14世紀のフランス人外科医 
“蜂蜜と酢に焼き塩混ぜて、 
歯磨いたら白くなるで！ 

知らんけど”

17世紀の理髪師 
“大丈夫やって、金ヤスリで歯をしっかり 
削ってから、酸で溶かすと白くなるんや” 
“いや、それあかんやつ！”

古代エジプト人(4000年前) 
“ワイン酢に軽石の粉を混ぜて使ったら 
歯が白くなるわよ”　

143

表面での鏡
面反射

表面での
拡散光反

射

エナメル質の厚さ 
ミネラル含有量

象牙質の色
人間（観察者）の違い 

眼の疲労

入射光の種類

着色（外因性）

組織内部で
の光の吸収

と散乱、透
過

変色（内因性）
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Murro, 2019
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明
度
順
の
配
列

色
相
別
の
配
列

Ａ系 
赤みがかった 
茶色系 
一般的な色相 
加齢性着色に多い

D系 
赤みがかった 
灰色系 
ステイン着色など

B系 
赤みがかった 
黄色系 
厚いエナメル質に多い

C系 
灰色系 
テトラサイクリンなど 
の変色歯に多い

A1/B1 
ホワイトニングでの基本的目標 

日本人だと 
これ以上はベニアなどの適応

A3 
日本人での一般的な明度だが 
ホワイトニング希望も多い

A4/C4 
これよりも濃い場合 

失活歯やテトラサイクリン変色 
である事が多い 

146

変色歯

147

着色（外因性）
主に喫煙、飲料や食品の色素、抗生物質、鉄や銅などの金属など
の環境要因に由来する化合物が、ペリクルまたは直接歯面に 

吸着されて、着色が生じる

変色（内因性）
主に、出生前または幼児期の歯の形成時に起こる 

歯面清掃などでは除去できない 
加齢に伴う黄変も含まれる
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変色の原因

•外因性

•う蝕 
•歯垢／歯石 
•清掃不良 
•金属による着色 
•嗜好品 
•タバコ 
•コーヒー／紅茶／赤ワイ
ンなど

•内因性

• 遺伝性疾患 
• 代謝異常疾患 
• 歯の障害 
• 内部吸収 
• 化学物質 
• 薬剤

149

外因性の着色について

着色因子について

・飲食物由来　　茶褐色から黒褐色を呈する 
（嗜好品由来） 
・齲蝕由来 
　エナメル質初期脱灰による白色・褐色の病変 
　象牙質齲蝕の黄白色から茶褐色の病変 
　（慢性化すると黒褐色へ変化） 
・修復物由来 
　金属イオンによる周囲象牙質の黒変 
　変色根管治療薬剤による変色

150

内因性の着色について

・加齢による変色 
　永久歯： 

　加齢により明度が低下、彩度が上昇する傾向
にあり、黄褐色味を帯びる。 

　 
　原因： 

　歯質の石灰化度の亢進と第二象牙質の添加に
よる歯髄の狭窄を伴う歯質の厚みの増大による
もの 
　エナメル質の菲薄化や亀裂部における外因性
の着色物質によるもの 
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・歯髄の病変による変色 
　　抜髄・断髄・外傷など　 
	 	 　　　　→　歯髄内に出血が生じる 
　 
　　象牙細管で、 
	 　　　　　　　鉄分（血中ヘモグロビン） 
	 　　　　　　　　　　	　　　　＋ 
	 　　　　　硫化水素（壊死組織の分解産物） 
	 　　　　　　　　　　　　　　＝ 
　　　　　　　　　　　　　　硫化鉄 
　　となり歯の変色を引き起こす。 
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エナメル質形成不全症　　　→　褐色

象牙質形成不全症　　　　　→　オパール象牙質

先天性中胚葉異形成症　　　→　褐色オパール色

先天性ポルフィリン症　　　→　ピンクから赤褐色

低ホスファターゼ血症　　　→　黒褐色　

遺伝性疾患

153

・歯の形成不全による変色 

　局所的な原因として乳歯の打撲や抜歯

時の機械的な刺激、根尖病巣などにより、

後続の永久歯唇側エナメル質が石灰化不

全となり、チョーク様の白斑や褐色斑を生

じる。
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エナメル質形成不全
➤ エナメル質の形成が障害され
て，形態・性状に問題がある 

➤ 初期う蝕と混同されがちである

155

・全身的な原因による変色 
　幼時期の歯冠形成期にフッ素が過剰に含まれる飲
み水（飲料水中2ppm以上を含む）を長期間飲用した
場合に発生するエナメル質形成不全症。 
　特徴は、歯のエナメル質の斑点，着色，減形成症。

歯牙フッ素症（班状歯）
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上皮小体機能亢進症　　　→　黒色

先天性梅毒　　　　　　　→　褐色から黒色

外胚葉異形成症　　　　　→　褐色

先天性タンパク血症・糖尿病の母体からの出生→　褐色

小児期の急性発疹　　　　→　褐色

高ビリルビン血症　　　　→　褐色

代謝異常疾患

157

➤ 茶，コーヒー，ワインなどの飲食品の色素成分，たばこのター
ルなどが歯の表面に付着することにより生じる． 

➤ その他，アマルガム修復物やフシ化ジアンミン銀による金属性
色素の沈着による変色がある．

歯の表面の変色

158

変色の原因（内因性）

•歯の障害　

• 歯髄組織の変
性産物が象牙
細管内に侵入 
• 歯髄壊死 
• 失活歯髄 
• 根尖孔の血管
断裂

•内部吸収

• 外見上は明確
な病変なし、
組織が徐々に
吸収

•化学物質や薬剤

• フッ素 
• テトラサイクリ
ン系抗生剤
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歯質内の変色
➤ 歯の形成中あるいは形成後の歯
質内に色素が取り込まれて変色
を来たす． 

➤ テトラサイクリン系抗菌薬によ
る変色は，その典型例であり，
象牙質の変色による．
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テトラサイクリン歯

・薬剤による変色 
　昭和４０年代に使用されたテトラサイクリン系抗
生物質による、妊婦、新生児、乳幼児における投
与によって引き起こされた。 象牙質中にキレート
結合によりTc‐リン酸塩が形成され、光化学反応
により変色する。
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テトラサイクリンによる変色

➤ 多数歯の変色 

➤ 幼年期に耳下腺炎，気管支喘息
などで，長期間抗生剤（テトラ
サイクリン系）を服用した既往
がある 

➤ 軽度→　ホワイトニング 

➤ 重度→　審美性修復（ベニアな
ど）
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Feinmanのテトラサイクリン変色歯分類

•淡黄色，薄い灰
色，褐色

•歯冠全体が一様
に着色している

•黄色，灰色
•F1より濃い
•歯冠全体が一様
に着色している

•濃い灰色，青み
がかった灰色

•しま模様を伴う
•強い着色
•しま模様が著明

F1 F2 F3 F4
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歯の失活による変色
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歯面清掃・研磨

歯冠修復・補綴

ホワイトニング

「歯を白くキレイに」は１つだけじゃない
165

ただ「白くしたい」？

•全顎的に？特定の部位だけ？
•表面性状や色ムラ（白斑や帯）は？
•知覚過敏などの既往はないのか？
•目標とする具体的な色調があるか？
•日程的な制約・希望はあるのか？

患者の「主訴」を深掘りする

166

歯の変色への対処法

•歯面清掃

•歯面の着色

•漂白 
•ホワイトニング 
•審美補綴・修復 

•歯の変色
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失活歯 ウォーキングブリーチ法

生活歯 オフィスブリーチ法

ホームブリーチ法

30-35%過酸化水素・触媒

（神経が死んでる） 30-35%過酸化水素 
過ホウ酸ナトリウム

（神経が生きている）

歯肉の白化、象牙質知覚過敏症

外部吸収・歯肉の白化

ホワイトニング（ブリーチング）

10-20%過酸化尿素

象牙質知覚過敏症

169

。

過酸化水素（H2O2）
19世紀後半から歯の漂白に用いられ始

め、30％程度の水溶液をガーゼに浸し

て歯面に貼っていた。 
時にはランプの熱で加熱することも
あった。 

1991年にDr.Freedmanが、オフィスホ

ワイトニングとして現在の手法を確立

過酸化尿素（CH4N2O-H2O2）
1960年代後半に歯肉炎治療のため洗口

消毒剤として処方されていて、歯が白
くする事が発見された。 
（歯周病・矯正・結核・鵞口瘡など）
1989年にホームホワイトニングとして

実用化（Dr.Haywood&Dr.Heymanら） 
Freedman ”Contemporary Esthetic Dentistry”(2012)

170

過酸化水素水(H2O)

有機色素群

活性酸素(O+)

O+ O+ O+

O+

酸化還元反応による色素群の分解

光 光
光

光が透過しやすくなる＝歯が明るく（白く）見える

最近では、初期脱灰層（ホワイトスポット）の再石灰化（HApの結晶生長）を阻害する 
唾液タンパク質(Statherin)を除去するという研究報告もある（神奈川歯科大学、向井グループ）

171

生活歯のホワイトニング法

•ホームホワイトニング法

• 家庭で行うホワイトニング 
• ５～４０％過酸化尿素製剤
（ジェル）

•オフィスホワイトニング法

• 診療室で行うホワイトニング 
• １５～４０％過酸化水素製剤 
• ハロゲン・キセノン・ＬＥＤ・
レーザーなどの光を当てて分
解を促進
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オフィスホワイトニングホームホワイトニング

hydrogen peroxide 
(H2O2)

Carbamide peroxide 
(CH4N2O-H2O2) 

(including HP 3.6%)

過酸化水素過酸化尿素 35%10%

173

➤ 一般の方でも使えるよう、パッケージ化。 
➤ 日本では原則的に、歯科医師による処方によっ
てのみ、購入可能 

➤ 海外では一部製品がOTC(Over The Counter) 

drugとして購入可能

ホームホワイトニング

Carbamide peroxide 
(CH4N2O-H2O2) 

(including HP 3.6%)

過酸化尿素10%

174

個々の歯列に合わせて作製した 

カスタムトレーに薬剤を注入

https://youtu.be/4QUOZl4dX2o

施術期間は1日2時間、最長2週間以内（就寝中使用不可）
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•チェアタイムが少ない
•濃度が低いため安全性が高い　
•高額な機器を必要としない　　
•患者さん個人の日程に合わせた
処置が可能である　　　

•オフィスブリーチより後戻りが
緩徐である

•患者側の処置への理解と協力が
必要である　　　　　　　

•施術を医師の管理下に置けない　　　　　　　　　　　
•トレーの作成に数日必要である　　　　　　　　　　　　　　　　　　
•トレー装着による違和感を訴え
ることがある　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

•コンポジットレジン修復など歯
質接着処理は、術後に1～2週間
空ける必要あり

ホームホワイトニングの特徴
177

ホームホワイトニング剤
➤ 一般の方でも使えるよう、パッケージ化されている。 

➤ 日本では原則的に歯科医師による処方によってのみ購入可能

178

ホームホワイトニングの術式

個々の歯列に合わせて作製した 
カスタムトレーに薬剤を注入

1日あたり2時間程度、 
数日～数週間連続装用

179

1. カスタムトレー作製  
①印象採得、模型作製 
②模型上の歯冠表面にレザボア部分付与 
③カスタムトレーの作製（バキュームフォーマー） 

2. トレー試適，デモ　（適合チェック） 
3. 患者が自宅で使用　（1日2時間） 
4. 経過観察　（1～2週間） 
　　　　漂白効果、知覚過敏の有無の確認 
5. メインテナンス

ホームブリーチの術式
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レザボアあり 
歯頸部0.5mm縁上

レザボアなし 
模型の気泡を埋めておく

181

レザボア 
歯頸部0.5mm縁上

光照射

レザボア 
漂白剤を入れるスペース
の確保

182

シート加熱，軟化

模型表面にはレジン分
離剤を塗布しておく

183

シート吸引

184



シート加熱，軟化

185

ナイフ，はさみによりカット

186

シェード（色調）の変化：明度を基準に

明度順の配列通常の配列（色相別）

187

ホームホワイトニングの禁忌・禁止

• 健全でない歯列
•う蝕　くさび状欠損　咬耗症　亀裂など
• 就寝中の装着

• 無カタラーゼ症
•薬剤中の過酸化物を分解する酵素がない症状
• 妊娠中・授乳期の女性

• 小児

• 重度の歯肉炎・歯周炎

• 知覚過敏症

• エチレン酢酸ビニール（トレーの素材）アレルギー
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アメリカではドラッグストアで購入可能

https://www.youtube.com/
watch?v=Wdt1arno5VM

189

非正規品の使用によるトラブルが急増

並行輸入によるトラブルはメーカー保証の対象外
190

➤ 歯科診療所において漂白剤を歯面に塗布，光また
は熱刺激を与え，エナメル質内の着色物質を分解
する．

オフィスホワイトニング

hydrogen peroxide 
(H2O2)

過酸化水素35%

191

•患者が自ら行う煩わしさがない
•Dr/DHの管理下で施術できる　　　　　　　　　　　　

•シェードをコントロールしやすい　　　　　　　　　　　　　　　
•ある程度の効果が短時間で出る
•患者のモチベーション（動機づ
け）をしたり高めるのが比較的し
やすい　　　

•部分的な部位（健全歯のみ、な
ど）に限定した処置が可能である

•通院が必要、１回あたりの施術
時間が長い

•大臼歯への施術は比較的難しい　　　　　　　　　　　　　　　　　　
•施術中の痛み、歯肉の白化など
偶発的事故をおこすことがある　　　　

•大型の光照射器など機器が必要　
•処置の術式が、やや煩雑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
•歯質接着処理は、術後2週間ほど
空ける必要あり

オフィスホワイトニングの特徴
192



オフィスホワイトニングの術式

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

193

オフィスホワイトニングの術式

• 研磨 

• 洗浄

• 放置（3～5分間） 

• 光照射（30秒～3分間）

• 放置（3～5分間）

• 歯面塗布（厚さ約1～2mm）

• 練和（30秒間）

• 粉・液計量

• 歯肉保護

• 歯面清掃

• 色調測定・記録

194

術前写真の撮影
195

時間に余裕があれば、角度や露光の設定などを 
少し変えて何枚か撮る（術後の比較説明に有用）

中切歯とシェードガイドが同じ距離になる 
（※同時に合焦する）ように撮影する
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裏面にVITA classic shade表示あり

シェードテイキング

明度順の配列色相別の配列

197

TRIAL live WEBINAR in KYOTO 2018

エナメル小柱間質の脱水により
光の反射率が変わる=白く見える

198

オフィスホワイトニングの術式

• 研磨 

• 洗浄

• 放置（3～5分間） 

• 光照射（30秒～3分間）

• 放置（3～5分間）

• 歯面塗布（厚さ約1～2mm）

• 練和（30秒間）

• 粉・液計量

• 歯肉保護

• 歯面清掃

• 色調測定・記録

歯面清掃 

•ステイン，ペリクルの除去 

•フッ素を含まない歯磨剤で研
磨 

199

オフィスホワイトニングの術式

• 研磨 

• 洗浄

• 放置（3～5分間） 

• 光照射（30秒～3分間）

• 放置（3～5分間）

• 歯面塗布（厚さ約1～2mm）

• 練和（30秒間）

• 粉・液計量

• 歯肉保護

• 歯面清掃

• 色調測定・記録
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開口・頬粘膜保護

201

•歯面清掃後、口角にリトラクターを装着 

•フロスを結わえたアイソブロックを臼歯部で咬合してもらう 

•歯肉縁を洗浄・乾燥後、歯肉溝を塞ぐようにオパールダムを幅
4-6mm・厚み1.5-2.0mm程度、塗布 

（施術歯より1歯奥まで、露出象牙質・根面や歯間空隙も) 

•全体にムラなく光照射、しっかり硬化させる 

（1000mW/cm2の場合、1cm離して20秒/顎または3-5秒/歯） 歯肉保護
202

目の保護

• 光照射時の光 
• それ以外にも、漂白剤自体や揮発成分からの保
護 

	  

	 防護メガネ、口腔外バキューム　etc	

防護

203

オフィスホワイトニングの術式

• 研磨 

• 洗浄

• 放置（3～5分間） 

• 光照射（30秒～3分間）

• 放置（3～5分間）

• 歯面塗布（厚さ約1～2mm）

• 練和（30秒間）

• 粉・液計量

• 歯肉保護

• 歯面清掃

• 色調測定・記録

•口唇・皮膚・粘膜などの軟組
織に薬品が触れないようにする 

•目にも防護ゴーグルを装着す
る

204



•歯肉保護が不十分だと、歯肉の白化や
壊死を生じる。 

•歯肉に痛みを感じたら、すぐ中止と術
前に説明（我慢する患者がいるから） 

•薬傷を生じたら、即時にビタミンEオイ

ルを塗布する 

•保護ゴーグルの装用も徹底（光照射を
行わない場合、透明でも可）

薬傷（やけど）

205

オフィスホワイトニング剤

触媒入りゲル化剤＋35%前後の過酸化水素水が一般的

206

オフィスホワイトニングの術式

• 研磨 

• 洗浄

• 放置（3～5分間） 

• 光照射（30秒～3分間）

• 放置（3～5分間）

• 歯面塗布（厚さ約1～2mm）

• 練和（30秒間）

• 粉・液計量

• 歯肉保護

• 歯面清掃

• 色調測定・記録
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薬剤の混合

•混合前に、BOOSTシリンジを室温下で常温に戻す 

•赤白シリンジの接合部がしっかりとロックしているか確認 

•白シリンジの小プランジャーをしっかり奥まで押し込んで、内
容物を透明シリンジに注入 

•赤白シリンジのプランジャーを交互に50回(赤白25回ずつ)以

上、押し戻しを繰り返し混合する 

•混合中は、プランジャーから親指を離さない

208



✓ 塗布した部分が一目瞭然

✓ 除去するときも取残しを確認
しやすい

✓ 適度な粘性で液垂れしにくい

高い視認性

209

オフィスホワイトニングの術式

• 研磨 

• 洗浄

• 放置（3～5分間） 

• 光照射（30秒～3分間）

• 放置（3～5分間）

• 歯面塗布（厚さ約1～2mm）

• 練和（30秒間）

• 粉・液計量

• 歯肉保護

• 歯面清掃

• 色調測定・記録

漂白剤を歯面に塗布後、 

光照射　 

 キセノンランプ（30秒～/歯） 

 ハロゲンランプ（3分～/歯）

210

キセノン照射器 

 光源：プラズマアークランプ（キセノンランプ） 

 有効波長：430～500nm 

 出力光量：2000mW/cm2（初期値）　　　

211

大型高出力LED光照射器

212



オフィスホワイトニングの術式

• 研磨 

• 洗浄

• 放置・清掃（3～5分間） 

• 光照射（30秒～3分間）

• 放置（3～5分間）

• 歯面塗布（厚さ約1～2mm）

• 練和（30秒間）

• 粉・液計量

• 歯肉保護

• 歯面清掃

• 色調測定・記録

塗布→光照射→清掃の操作をあと２回以上繰り返す 
（途中，疼痛があれば中断）

213

除 去 

洗 浄

•バキュームで薬剤を可及的に 

吸引、歯面から完全に除去 

された後に、十分に水洗 

•インスツルメントを用いて、 

歯肉を傷つけないように 

保護レジン・アイソブロック 

を除去する

214

オフィスホワイトニングの術式

• 研磨 

• 洗浄

• 放置（3～5分間） 

• 光照射（30秒～3分間）

• 放置（3～5分間）

• 歯面塗布（厚さ約1～2mm）

• 練和（30秒間）

• 粉・液計量

• 歯肉保護

• 歯面清掃

• 色調測定・記録

プロテクトレジン除去・清掃後、歯面をフッ素入り歯磨剤にて研磨

215

術後シェードの記録

216



術後写真

217

色調測定のデジタル化

218

術後の注意点

•処置後24時間以内は、着色性飲食物（カ

レー・コーヒー・茶・赤ワインなど）の 

摂取および喫煙を控えていただく 

•ホームホワイトニングを併用する場合は、 

24～48時間経過後に行う 

•追加でオフィスホワイトニングを希望 

された場合、明らかな知覚過敏が認められず 

3～5日以降に行うのが望ましい。

****************************************** 
•余った練和済み漂白剤はルアーキャップで密
閉し、冷蔵下で最大10日間使用可能 

•廃棄する場合は、シリンジ1本あたり2～3L

の水で希釈・洗い流す 

•可燃性材料と混在して廃棄しない

219

★飲食後はできるだけ速やかに歯を磨くか、
水ですすぎ流す 

★デンタルフロスで歯間のプラーク（バイオ
フィルム）を除去する 

★ホワイトニング後の24～48時間は、できる

だけ再着色しにくい飲食品を選ぶ 
★再着色しうる飲料を飲む場合、ストローを
用いる 

★半年または1年後以降に再ホワイトニング

（タッチアップ）が必要になる場合がある 
★特に喫煙者や着色性飲料を嗜好する場合、
定期的なタッチアップが必要である

術後の飲食時における注意点

220



221

知覚過敏

222

歯の摩耗・エナメルアブフラクション・根面露出などで
象牙細管開口部が露出、象牙細管内液が移動して歯髄側
の神経線維が興奮することで、一過性の瘤痛を起こす

歯髄炎による疼痛とは区別される

象牙質知覚過敏症

象牙細管（内部は蛋白質を含んだ液で満たされている）

223

ホワイトニングによる知覚過敏

•ホワイトニング患者の約３割に生じる

•症状発現の可能性を、必ず事前に患者へ伝える

•原因としては動水力学説が有力

•対処法
• 薬材の濃度を低くする 
• 装着時間を短縮する 
• 硝酸カリウムやフッ化ナトリウムの塗布
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露出象牙質表面

象牙芽細胞

歯 髄

動水力学説
H y d r o d y n a m i c  t h e o r y

225

•ホワイトニング頻度を下げる 

•ホワイトニング時間の短縮 

•ホワイトニングトレーの加工 

※根面から薬剤を回避 

•知覚過敏抑制効果のある薬剤の歯面塗布

知覚過敏を発症したら

硝酸カリウム
鎮痛・麻酔効果 
象牙細管を経由し歯髄に到達 
ある程度、即効性を期待できる 

一部の歯磨剤に5％程度配合

フッ化ナトリウム 
ハイドロキシアパタイト
象牙細管を封鎖することで痛み
の伝達を緩和 
遅効性ではあるが、長期的には
予後向上

歯面へのレーザー照射

1. 歯髄そのものを鎮静させて、痛覚を
低下、麻痺させる方法 

2. 露出した象牙細管を塞ぐ方法 
3. 象牙細管内のタンパク質変性を利用
する方法

レジンコーティング

生活歯髄切断または抜髄処置

基本方針

226

知覚過敏抑制剤含有歯磨剤

227

成分
シュミテクトシリーズ 硝酸カリウム
デンターシステマ 

しみるケア
硝酸カリウム、フッ化ナトリウム

システマセンシティブ  
ソフトペースト

乳酸アルミニウム、 
リン酸ナトリウム

ガム・デンタルジェル  
センシティブ

硝酸カリウム、フッ化ナトリウム

メルサージュヒスケア
硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、 
フッ化ナトリウム

スマートプロテクト
シュウ酸カリウム、硝酸カリウム、　 
硫酸亜鉛、フッ化ナトリウム

知覚過敏抑制剤含有歯磨剤の成分

228



•ホワイトニング施術
後の知覚過敏は、患
者の約３割以上に生
じるという報告あり

•事前に厳密な診断を
行った上で、発症し
うる可能性があれば
必ず患者へ伝える

•発症しても適切に対
応すれば、早期かつ
軽度で改善する

229

ホワイトニングの注意事項

•術前の口腔内診断が不可欠
•う蝕、不正補綴物、根面露出がある場合、処置を
行ってからホワイトニングを受ける

•ホワイトニング直後の接着処理は回避
•ホワイトニング直後はボンディングやレジンセメ
ントの接着強度が著しく低下するので、１～２週
間後に行う必要がある

230

•加齢による変色歯（黄ばみなど）
•コーヒー、茶、煙草等による変色歯 
（歯面研磨材で除去できない）

•色素生成細菌による変色歯 
（歯面研磨材で除去できない）

•全身疾患に由来する変色歯 
※ただし着色が軽度で形成不全を 
　伴わない症例限定 
テトラサイクリン変色 
　（Feinman分類のF1/F2程度） 

ミノサイクリン変色 
フッ素症、黄疸、胎児赤芽球症、 
ポルフィリン症など

•健全でない歯 
う蝕・知覚過敏・象牙質露出（咬耗・根面露出） 
亀裂・形成不全・歯冠修復物が不適合

•テトラサイクリン変色 
　（Feinman分類のF3/F4程度）

•未成年（乳歯や幼若永久歯を有する）
•就寝中の施術
•無カタラーゼ症 
（過酸化水素を体内で分解できない）

•妊娠中、授乳期の患者
•呼吸器疾患を有する患者
•重度の歯周炎や歯肉炎を有する患者
•アレルギー 

グリセリン・エチレン酢酸ビニル・過酸化物・レジン
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歯科医院以外の（セルフ）ホワイトニング
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海外にも存在（キオスクホワイトニング）

233

海外でも安全性が問題になっている

234

様々なトラブルの多発に伴い

OTCdrugの適用除外も含めて検討中
235

ウォーキングブリーチ

➤ 失活歯の髄腔内に漂白剤を入れて、色調を改善する
手法。 

➤ 1963年アメリカで、NuttingとPoeによって既存の

方法を元に考案された。 
➤ 髄腔内に填塞された漂白剤が、活性酸素（フリー
ラジカル）を発生し、有機性着色成分を低分子に
分解することで漂白される。

236



失活歯の変色の原因

根管内に残留した、歯髄組織中のヘモグロビンが、細
菌の産生する硫化水素と反応して硫化鉄となり、
（黒）褐色となる説が有力である。

237

ウォーキングブリーチ法とは

➤ 失活歯の髄腔内に漂白剤を入れ
て、色調を改善する手法。 

➤ 35％過酸化水素水と過ホウ酸
ナトリウムを混合した漂白剤を
用いる 

➤ 1963年アメリカで、Nuttingと
Poeによって既存の方法を元に
考案された。

35％過酸化水素水 

過ホウ酸ナトリウム

綿球

グラスアイオノマー 

セメント

水硬性セメント

238

ウォーキングブリーチ法の機序

髄腔内に填塞された漂白
剤が、活性酸素（フリー
ラジカル）を発生し、有
機性着色成分を低分子に
分解することで漂白され

る。

239

https://www.youtube.com/
watch?v=K4GZyFLqcU8
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使用する器具

基本セット

ラバーダム防湿キット

コントラエンジン・ラウンドバー

ワセリン

仮封用セメント

241

術　前
例）30歳代後半　女性 

（※根管充填は良好とX線写真で確認済）　

242

色調の確認
明度順に配列したシェードガイドにて比較する

243

色調の確認
➤ 測色計で機械的に計測
することもある

244



色調の確認
機械的に計測することで、患者自身も変化を客観

視できる

245

根管口及び根充材上にグラスアイオノマー 
セメントを厚み2mm以上充填する

処置の準備
X線写真により根管充填の状態と 
歯槽頂の高さを確認する

髄室から全ての充填材料を完全に除去するラバーダム防湿で歯肉を保護する

必要十分な髄室開拡を心がける

246

軟組織の保護（ラバーダム）

➤ ラバーダム防湿が困難
な場合は、周囲の軟組
織にワセリン（または
ココアバター）を塗布
する

247

修復物・軟化象牙質の除去

➤ アマルガムの場合は、
可及的に変色した歯質
も削除する必要があ
る。

248



髄腔の開拡
➤ ラウンドバーなどで、
唇側歯肉縁下2mmま
での根管充填材を除去
する。　　　（舌側は
歯肉縁上でもよい）

249

髄腔内の確認
➤ 髄角部に内容物が残留し
やすい。 

➤ 過剰に削除すると、歯冠
破折のリスクが高くな
る。

250

バリア充填
➤根充材直上にバリア充
填することで、根尖側
への薬剤漏洩を予防す
る

251

グラスアイオノマーセメント 
によるバリア充填

•失活変色歯の場合、過去の外傷等が原因で、自覚症状が
ないまま歯頸部に亀裂や内部吸収が生じている事がある 

•適切な準備なしに漂白処置を行うと、薬剤が象牙細管や
亀裂を通過して漏洩する 

•歯周組織に漏洩すると、激しい炎症や歯根の外部吸収が
生じる。 

•その場合、水酸化カルシウムを6ヶ月ほど充填して骨再

生を待つが、往々にして予後は厳しい

252



バリア充填の目的

漂白剤が象牙細管を浸透し、歯周
組織に漏洩すれば、歯根の外部吸
収が生じるとされている。

（その場合は水酸化カルシウムを
6ヶ月ほど充填し、骨再生を待つ）

253

酸処理・洗浄
➤ 40%程度のリン酸ゲ
ルで30～60秒間酸処
理した後、水洗・乾燥
を行う。 

➤ 象牙細管内への薬剤浸
透性を高める

254

30%過酸化水素水
➤医薬用外劇物であり、
冷暗所に保管が必要。 

➤皮膚・粘膜に接触する
と危険である。

255

過ホウ酸ナトリウム
➤ 白～類白色の結晶性粉末あるい
は、顆粒状で水に溶けやすい。 

➤ 反応すると、過酸化水素を遊離
して分解する。
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薬剤の練和
➤ 粉：液＝３： 1（体積
比）の割合で練和 

➤ ガラス練板やダッペン
グラスの上で、プラス
チック製スパチュラで
の練和が望ましい。

257

漂白剤の填塞
➤ 髄腔内に填塞し、乾い
た小綿球や充填器で圧
接する。

258

•オフィスホワイトニングの時と同じように、 

BOOSTを練和し、髄腔内に塗布（必要に応じて歯面にも塗布可） 

•5分間静置後、3分間光照射、2分間静置したのち薬剤を吸引除去 

•漂白の程度や疼痛の有無を確認しながら、必要に応じて 

最大3回まで塗布・照射・静置・吸引を繰り返す

薬剤の練和・塗布
259

仮　封
➤ 乾燥した綿球や和紙片
を置いた上から水硬性
セメントやGICで二重
仮封する。
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経過観察
➤ 1週間ごとに髄腔内を
洗浄し、漂白剤を交換
する。通常４～８回程
度行う。

261

•光照射を省略する場合、3～5日間

髄腔内に薬剤を残すことも可能 

•その場合は、乾燥した綿球や和紙
片を置いた上から水硬性セメント
やGICで二重仮封する。

•漂白が完了したら髄腔内を十分に
洗浄し、非ユージノール系修復材
で暫間充填する 

•ボンディング材の接着強度低下を
避けるために、最終的な接着処理
および審美修復は1～2週間以降に

行う

262

最終修復
➤ 色調改善後、漂白剤を完全除去
する 

➤ 水酸化カルシウムを３～７日間
充填する 

➤ 髄腔内が中和されたらCR充填 

➤ 補強のためにファイバーポスト
を併用することもある。
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術　後
264



ウォーキングブリーチの長所

•歯冠形態を維持できる

•歯質の削除量が少ない

•補綴修復に伴う異物感がない

•二次齲蝕リスクが少ない

•経済的負担が比較的少ない

265

ウォーキングブリーチを行う上での注意

•確実な根管充填

•正しい髄腔開拡

•確実な歯肉・皮膚・粘膜の保護

•歯髄組織・軟化象牙質の徹底除去

•歯石や着色の術前除去

•術後の歯牙破折の考慮

266

ウォーキングブリーチの適 応 症

•打撲による 
歯髄壊死 
歯髄出血

•亜ヒ酸による 
失活抜髄法

•深い齲蝕治療後
の歯髄壊死

•不十分な根管治
療後の変色（再
治療後）

•ＭＴＡによる 
根管充填後の変
色
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ウォーキングブリーチの禁忌症

•アマルガム充填
後の歯質着色

•サホライドなど
金属塩系薬剤に
よる変色

•根管充填が 
不十分なままの
失活歯

•残存歯質の破折
リスクが高い歯 •著しい形態異常 •表面の歯質欠損

が著しい
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ベニア修復
（P.73）

269

ラミネートベニア修復

270

271

冠 による 審美修復

歯質の削除量が多い
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ラミネートベニア修復

少ない削除量で 
審美的回復が得られる
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ラミネートベニア修復の種類

•ポーセレン（セラミック）

•コンポジットレジン（レジンシェル）

•ダイレクト（直接）レジン

274

ラミネートベニア修復

• 長所

•審美性に優れる 
•変色しにくい（レジンは変色の可能性あ
り） 
•化学的処理で歯とベニアの接着が得られ
る 
•広い範囲のう蝕・変色に適応できる 
•前装鋳造冠に比べ歯を削る量が少ない 
•歯髄に対する為害性がないか、少ない 
•前歯の咬合関係に影響しにくい 
•歯頸部の着色や歯肉の変色がない 
•対磨耗性に優れている

• 短所

•即日修復ができない（ダイレクトベニア以
外） 

•健康保険が適応されない 
•技工操作が必要，熟練を要する． 
•適応範囲に限りがある 
•レジンセメントの性能に影響を受ける． 
•咬合力でベニアが外れる可能性あり

275

ラミネートベニア修復の適応症
➤ 内因性の変色歯 

➤ 広範囲のう蝕歯 

➤ 磨耗症、侵食症 

➤ 軽度の位置異常 
➤ 歯間離開 

➤ 捻転 

➤ 傾斜 

　

•発育異常歯 

•形態異常 
•矮小歯 

•円錐歯 

•形成不全 
•エナメル質形成不全 

•減形成 

•ハッチンソン歯 

•ターナー歯 

•斑状歯
以上の異常または疾患を有する上下顎前歯・小臼歯
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ラミネートベニア修復の禁忌症

•歯周疾患のため、修復操作が不完全になりやすい場合

•強い咬合力が加わる歯 （臼歯部・切端咬合・歯ぎしりなど）

•エナメル質の接着支持が十分得られない場合

•前歯で物をくわえる習慣のある人
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ラミネートベニア修復の臨床例

278

支台歯形成 

全体的にアンダーカットがなく滑らかな形成面、均一な形成量が求められる
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歯肉圧排～印象採得～テンポラリー仮着

281 282
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ラミネートベニアの接着
➤ 接着性レジンセメントを使用 

➤ 接着するための前処理が重要
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歯の表面処理
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ラミネートベニアシェルベニア内面の処理～

286

接着性レジンセメント塗布～圧接～余剰セメント除去

287

光照射～バリ除去～マージン研磨

288



289

術後
290

ダイレクト（コンポジット）レジンベニア

291

THANK YOU FOR 
YOUR 

ATTENTION
テスト頑張ってください 

またお目にかかりましょう
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