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緒　　　　　言

歯冠補音の対象となる口腔内は,熱環境の変化が頻繁

に生じ,歯も日常摂叙する金物や飲料水などにより,

様々な濫･冷刺激を受ける｡こうした熱刺激は,天然歯

や補麓歯に影響を及ぼし,不快症状を発生させることが

ある｡このような不快症状は,歯冠補緩処置後に約15-

20%の割合で発生し　　その多くは切削時の切削被害

4)尋)が大きな要因として考えられるが,天然歯と歯冠補

綴歯との間に熱伝導様相の違いが生ずることも要因であ

ると考えられる｡

現在まで,歯の熱伝導様相に関する研究が多数報吾さ

れている　　　熱伝導様相に影響を与える園子として

は,歯薯,合着および仮着用セメント(以下,セメント

と略す),捕轟材料などの物聾学的性賛すなわち熱定数

(熱伝導率,比熱,熱拡散率)や支台歯形成後の残存歯賛

*本論文については　第242回東京歯科大学学会例会(辛
成3年3月9冒,千葉),平成3年度日本捕綴歯科学会関
東支部会(平成4年2月22日,東京),第247回東京歯科大
学学会総会(平成4年11月7日,千葉)においてその要旨
を報害した｡

室などが考えられる.その中でも,寓髄質や象牙葉の熟

定数については古くから研究され,寓知覚および象牙窯

の厚さ,象牙細管の走行などによる影響についても検討

されてきた　　　　　またセメントや覇産材料の熱定

数についても,その熱伝導性などから検討,報吾されて

いる　　　　　　　　一般に,天然歯を用いた熱伝導

様相については,測定環境要素の多いことから非常に歎

しいのが現状である｡しかし最近では有限要素法を用い

研究因子を限局したコンピュータ解析25夙　　によ

り,支台歯形成量の影響,セメントの影響および捕績材

料の影響などが研究されてきた.しかし,歯は禾定形態

であり,支台歯形態の違いや,捕綴物の唆合面形態を考

慮して熱伝導様相を把握することが肝要と恩われる｡

そこで著者は,天然歯および歯冠捕虜処置における歯

の熱伝導様相に着目し,支台歯形成前から全部鋳造冠を

合着するまでの各段階の温度変化様相を,被験歯髄腔内

より捕らえ検討を試みた｡さらに,各種セメントおよび

歯冠補綴物の違いによる影響について検討を行った結

果,若干の知見を待たので報告する｡
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1598 梅廉:歯冠捕績処置における歯の熱伝導

方　　　　　法

1.実験概略

図1に本実験の概略を示す｡一般に,クラウンの適応

と診断された支台歯は,支台歯形成,印象採待,唆合採

待,暫間被覆冠の仮着,補綬物の試適,合着という一連

の補綴操作の中で,天然歯本来の形態や環境を異にす

るD　また,応用するセメントや補産物の違いが支台歯に

及ぼす影響もそれぞれ異なると考えられる｡本実験の冒

的は,臨床的な補額処置の過程で,支台歯に熱刺激を加

え,これを髄腔内から測定し,歯の熱伝導様相を把擾し

ようとするものである｡

2.被　験　歯

1)被　験　歯

被験歯は,年麻12歳～15歳で,矯正処置に際し便宜抜

去された下顎第-小臼歯15本である｡明瞭な商蝕や著し

い唆耗が認められず,披歯後,生理食塩水にて冷蔵保存

されたものを用いた｡

2)実験用試料の製作

(1)植　　立

被験歯は,長井40)の方法に準じ植立用ブロックに植立

した(図2)｡すなわち,頑舌的には,近心隣接面におけ

る歯額縁の頑柳および舌側の克白境界部間の中点と,歯

(補耗処置の一般術式)　　(実　験1)

辺縁形態:金属チャン77-タイプ

嘆倉面切削妄
執面傾斜角度: 5.

暫間破産冠:即時重倉レジン

仮着材:ユージノール系仮着材

冠高径1/2の高さにおける頑舌径の中点を結んだ線を蓋

準とし,また近遠心的には,歯褒線の近心塊および遠心

端を結んだ中点と,歯冠長切端側1/3における近遠心径

の中点を結んだ線を蓋準としたo　この2方向の基準軸が

植立用金属ブロックに垂直になるように万能投影機(ニ

コン社製)を用いて設定し,即時重合レジンで固定し

た｡

(2)温度センサおよび実験試料の構造

本実験で用いた温度センサは,チノー社製直径0.2

mmの銅-コンスタンタン強電対である｡温度センサを

挿入するため,被験歯はあらかじめ根端から2mmの位

置で切断し根席側から抜髄した｡センサ挿入に際して

は,髄腔内に熱伝導性の高い銀ペースト(ドータイト:

藤倉化成社製)を同時に注入し歯髄腔を溝たした(図3 ).

3.測定方法

1)測定方法

図4に濫度変化測定装置および測定方法の概略図を示

すo髄腔内の温度変化は,チノー社製温度記録計を介

し,データレコーダに記録し　　　　レコーダで10倍に

拡大表示し測定した｡測定に際しては　　　　　　　に

て図形計測プログラムメジャ　　　　　を用い,温度

波形を計測した｡

(ネオダインEZペースト)全都歯造冠:金波パラジウム倉金

(キンパラ

倉着材および仮素材:

リン酸亜免セメ月(エーリ[セメント10)

全吾瞳造冠:金鉱パラジウム合金　　グラス7jオノマ-セメン十(フジアイオノマ

(キンパラ　　　　かレ粕シト圧ノント　　　かレポセメント)

(ス-パーポンド

倉紺ダラ珊マ-幽　霊誓:霊着材(ネオ冊Zペ剥
(7期オノマ　　　非ユ-ジノール系欄4 (テン路上パッ?)

図1実験概略
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全部索造冠:金強パラジウム倉金

(キンパラ

硬薯レジンジャケット冠:光室金型硬覚レジン

(セシード)

陶材酎寸索道冠:陶材および酎オ酎寸用金倉金

ポーセレン

倉　素　材:グラスアイオノマーセメント

(フジアイオノマ-
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図2　植立の蓋準
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即時重金レジン

図3　試料断面図

図4　実験装置および測定方法概略図

2)刺激方法

本実験では,経時的に変化しない一定の温度を試料歯

冠部に一定時間付与する場合を定常刺激とした.また,

経時的温度変化のある温度刺激を試料歯冠部に一定時間

付与する場合を非定常刺激とした(図5 )｡

(1)定常刺激

設定した定常刺激は,濫刺激として67℃,冷刺激とし

て5℃とした｡まず,試料を37℃の恒温槽に浸漬し,髄

腔内の温度が37℃になるのを確認したのち),すみやかに

濫刺激67℃と冷刺激5 ℃の恒温槽中に移し,試料歯冠部

を浸演させて髄腔内の温度変化を測定したO

(2)非定常刺激

設定した非定常刺激は,温刺激として加熱したテンポ

ラリー･ストッピング(GC社製:以下ストッピングと

略す),冷刺激としてスプレー式歯牙冷却材パルパー(G

c社製:以下パルパーと略す)である｡ストッピングは

を練成充壊器に付け,アルコールランプで3秒間

加熱した.パルパーは付属のスポンジペレットに水を含

ませ,これに3秒間噴霧したoそして,恒温槽中で

に保たれた試料に対し,これらの非定常刺激を唆合面お

よび額面から付与し,髄腔内の温度変化を測定した｡
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恒濫槽

く非定常刺激)

図5　刺激方法

4.実験条件

図1に示すように,まず,実験1として一般的な補緩

術式過程である支台歯形成からセメント合着後に至るま

での各段階での髄腔内温度変化を測定したo実験2とし

て合着用セメントの違いによる影響について,また,実

験3として補綬材料の違いによる影響について測定を

行った｡対象被験歯は,実験1,実験2では各10歯,実

験3では各5歯である｡また,実験1,実験2では定常

刺激による影響について測定し,実験3では定常,非定

常の双方の刺激について刺定を行った｡なお,測定はす

べて室濫24± 1 ℃,相対湿度50±10%の恒温恒漫環境で

行い,被験試料1歯につき5回づっ10秒間測定した｡

1)実験1 :支台歯形成からセメント合着後の髄腔内

温度変化

各段階での温度変化を測定するのに先立ち,基準とな

る支台歯形成前の天然歯での定常刺激に対する髄月空内温

度変化を測定した｡つづいて,支台歯形成後,暫間被豪

冠仮着後,全部鋳造冠合着後の計4段階の濫度変化を1

秒毎に10秒間測定した｡

(1)支台歯形態

図6に支台歯形態の模式図を示す.支台歯の菌頭部辺

縁は,解剖学的歯糞線から　　　歯冠側寄りとし,逮

縁形態は全周チャンファータイプとした｡また,近遠心

面および頑舌面の軸面傾斜角度は5 0,唆合面切削量は

工5mmとした｡形成に際しては,この傾斜角度が歯冠

軸に対して正確に5◇となるように,ミリング用平行形

成審を使用した｡なお,捕緩物製作に際して,支台歯形

成後に支台歯形成前の外形が再現できるように,ビニル

シリコーン印象材で被験歯の印象採得を行い,コアーを

図6　支台歯形態模式図

製作した｡そのコアーを支台歯形成後の被験歯に重ね合

わせ,できあがった歯冠補轟物が被験歯原型と同様の形

態となるように努めた｡

(2)実験材料

実験に用いた材料は,暫間被覆冠仮着に際し,仮着用

セメントとしてユージノール系仮着材(ネオダインEZ

ペースト:ネオ製薬社製),全部鋳造冠合着に際しては

合着用セメントとしてグラスアイオノマーセメント(フ

ジアイオノマ　　　　: GC社製),捕虜材料として

金銀パラジウム合金(キンパラS12 :石福金属社製)を使

用した｡合着操作は佐藤4°の方法に準じ,練和を終了し

たセメントを直ちにクラウン内面に満たし,垂直方向に

に相当する手圧を15秒間加えた後,速やかに定荷

重圧縮試験器により5 kgの荷重を保持荷重として15分

間加えた｡なお,合着操作は室温24±　　　相対温度50

± 10%の恒温恒温環境下で行った｡

2)実験2 :各種セメントの違いによる髄腔内温度変

化

実験2では,各種セメントの違いによる影響を検討す

るため,リン酸亜鎗セメント(エリ-トセメント

C社製),グラスアイオノマーセメント(フジアイオノ

マ　　　　　　　　社製),カルポキシレートセメント

カルポセメント:松風社製),レジン系セ

メント(スーパーボンドC&B :サンメディカル社製),

ユージノール系仮着材(ネオダインEZペースト:ネオ

製薬社製),非ユージノール系仮着材(テンポラリーパッ

ク: GC社製)の計6種のセメントについて髄腔内温度

変化を各1秒毎に10秒間測定したO　なお,付与した温度

刺激は定常刺激とした｡
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表1各種セメントの練和(混和)条件

1601

種　　　　　歎　　　　　　商　品　名　　　　　　粉液比(メーカー指示)　　　練和(混和)時間

リン酸亜鉛セメント　　　　　　エリートセメント100

グラスアイオノマーセメント　　フジアイオノマー

カルポキシレートセメント　　　　　　　　⊃カルポセメント

レジン系セメント　　　　　　　スーパーボンドC&B

亜鉛華ユージノール系仮着材　　ネオダインEZペースト

非亜鎗華ユージノール系仮着材　テンポラリーパック

粉　　　　　　　　　　夜

粉　　　　　　　　　液

粉　　　　　　　　　　液

粉　　　　　　　　　液

ベース　　　　　アクセレーター

ベース　　　　　アクセレ一夕ー

秒
秒
秒
秒
秒
秒

0
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0

9
　
3
　
3
　
3
　
3
　
2

1m

 

g

 

g

 

g

 

g

 

g

5
　
0
　
0
　
0
　
0
　
0

0
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1

(1)支台歯形態

支台歯形態は,実験1と同様の支台歯形態とし,コ

アーを用いて全部鋳造冠を製作し,合着した｡また,実

験2では同一の全部鋳造冠を繰り返し使用する必要があ

るため,補額物の離脱を容易にするために,全部鋳造冠

の額面,舌面,近心面,遠心面の4面に長さ

¢　　　のリムーバブルノブを付与した｡

(2)合着および仮着材料

実験に用いたセメント6種の練和(混和)条件は,表1

に示すようにメーカー指示条件に従った｡リン酸亜ぬセ

メントはクールトロン(デントロニクス社製)を用い,練

板混度を　　に設定し　　　　　分割法にて繰和を行っ

たO　レジン系セメントの混和にはタッペングラスを用

い,混和開始時はモノマーへのキャタリスト滴下時から

とした｡また,グラスアイオノマーセメント,カルポキ

シレートセメント,ユージノール系仮着材,非ユージ

ノール系仮着材は付属の紙練板を用いて練和を行った｡

なお,合着操作は実験1に準じ,すべて室温24± 1℃,

相対湿度50± 10%の恒濫恒漫環境下で行った｡

3)実験3 ･.補緩物の違いによる髄腔内温度変化

実験3では,補綴材料の違いによる影響を検討するた

めに,全部鋳造冠,硬賛レジンジャケット冠,陶材焼付

鋳造冠の3種の捕綴物について髄腔内濫度変化を測定し

た｡

測定は,支台歯形成前,全部鋳造冠合着後,硬質レジ

ンジャケット冠合着後,陶材焼付鋳造冠合着後の4時期

について定常刺激,非定常刺激を付与して行ったo　な

お,合着材は,グラスアイオノマーセメントを用い,症

常刺激,非定常刺激を付与した場合ともに各1秒毎に10

秒間測定を行った｡

(1)支台歯形態

図6に支台歯形成の模式図を示す.補綴物の製作は,

硬質レジンジャケット冠の強度を考慮した支台歯形態と

-33

したo支台歯の歯頚部辺縁は,解剖学的歯糞線から0. 5

mm歯冠柳寄りとし,辺縁形態を全周幅　　　のショ

ルダータイプとした.また,近遠心面および頑舌面の軸

面傾斜角度を50,唆合面切削量を　　　とした｡

(2)補轟材料

実験に用いた補緩材料は,全部鋳造冠には金叡パラジ

ウム合金(キンパラ　　石福金属社製)を,硬薯レジン

ジャケット冠には光重合型硬質レジン(セシード:クラ

レ社製)を,陶材焼付鋳造冠には陶材焼付用金合金(K I

K :石福金属社製)と,焼付用陶材

社製)を用いた｡補産物の製作に際し,全部鋳造冠は,

実験1,実験2と同様にコア-を用いて製作した｡硬繋

レジンジャケット冠は,まずオペ-ク用レジンを一層築

盛,垂合し,次にデンチンおよびエナメル用レジンを全

部鋳造冠と同様にコアーを用いて築盛,垂合し,形態修

正を行って可及的に支台歯形成前の状態に近づくよう努

めた｡陶材焼付鋳造冠は,陶材焼付金属の厚さを約0. 3

mmとし,オペーク陶材を約　　　で一層築盛,焼成

後,デンチン陶材およびエナメル陶材を築盛,焼成し,

形態修正を行って可及的に支台歯形成前の状態に近づく

よう努めた｡なお,陶材焼付鋳造冠は,唆合面,頑舌

面,近遠心面が陶材で覆われる全部被覆型とした｡

(3)刺激を付与した部位による違い

実験3においては定常刺激,非定常刺激の双方につい

て検討を行った｡また,非定常刺激においては,刺激部

位による熱伝導様相の違いについて検討するために,唆

合面,額面の2つの部位から付与し,その髄腔内温度変

化を測定した｡

結　　　　　果

1.実験1 :支台歯形成からセメント倉着後の髄腔内温

度変化

定常刺激を付与した場合の支台歯形成前,支台歯形成
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表2　支台歯形成からセメント合着後までの髄腔内濫度変化(定常刺激を付与した場合)
濫刺激(67℃)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位: ℃)

1秒後　2秒後　3秒後　4秒後　5秒後　6秒後　7秒後　8秒後　9秒後10秒後

支台歯形成前

支台歯形成後

暫間被豪冠仮着後

全部鋳造冠合着後

37.01　3T.07　37.59　38.58　39.85　40.93　42.00　43.08　44.01　44.87

(0.01) (0.07) (0.23) (0.38) (0.65) (0.70) (0.79) (0.82) (0.83) (0.90)

37.28　38.46　40.31　42.26　44.11　45.92　47.30　48.57　49.59　50.49

(0.22) (0.45) (0.52) (0.75) (1.06) (1.39) (1.50) (1.75) (1.86) (2.08)

37.06　37.17　37.71　38.62　39.75　40.88　41.99　43.06　44.09　45.05

(0.05) (0.09) (0.16) (0.27) (0.51) (0.79) (1.05) (1.33) (1.59) (1.83)

37.05　37.4O　38.65　40.39　42.21　43.90　45.49　46.78　47'.93　48.83

(0.03) (0.18) (0.43) (0.72) (0.99) (1.21) (1.46) (1.65) (I.76) (1.93)

冷削激(5℃)

平均
(S. D.)

(単位

1秒後　2秒後　3秒後　4秒後　5秒後　6秒後　7秒後　8秒後　9秒後10秒後

支台歯形成前

支台歯形成後

暫間被覆冠仮着後

全部鋳造冠合着後

工

(0.02) (0.06) (0.17) (0.39) (0.67) (0.70) (0.82) (1.00) (1.29) (1.44)

36.57　35.43　　33.73　31.97　30.19　28.56　27.07　25.81　24.72　23.74

工

36.92　　36. 76　　36.27　　35.46　　34.50　　33.44　　32.36　　31.30　　30.26　29.28

(甘　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1 (工91)

36.94　36.57　35.54　33.94　32.16　30.15　28.52　27.05　25.89　24.82

1　　1　　　　　上071 (土　　　　　　　　工　　　　　　う　　　　う

平均

(S. D.)

後,暫間被覆冠仮着後,全部鋳造冠合着後の髄腔内濫度

変化の平均値を表2ならびに図7に示す｡

温刺激を付与した場合では,支台歯形成前すなわち天

然歯は約2秒後から上昇し, 5秒後には　　　　　秒

後には　｡Cに到達した｡支台歯形成後は, 1秒後か

ら温度上昇が始まり, 5秒後には　　℃, 10秒後には

｡Cに到達した｡暫間被覆冠仮着後は,支台歯形成

前と幾似した温度変化様相で,約2秒後から上昇し, 5

秒後には　　　　　秒後には　　　に到達した｡全部

鋳造冠合着後は　　　　秒の問から上昇し, 5秒後には

秒後には　　　に到達したo

また,冷刺激を付与した場合では,忠刺激を付与した

場合と同様に支台歯形成前は約2秒後から下降し, 5秒

後には　　℃, 10秒後には　｡Cに到達した｡支台歯

形成後は, 1秒後から温度下降が始まり, 5秒後には

秒後には　　℃に到達した｡暫間被覆冠仮

着後は,支台歯形成前と楽似した温度変化様相を呈し約

2秒後から下降し, 5秒後には　　｡　　秒後には

℃に到達した｡全部鋳造冠合着後は1-2秒の間

から下降し, 5秒後には　　　　　秒後には　　℃に

到達した｡

髄腔内の温度変化は,濫刺激,冷刺激ともに,支台歯

形成前が最も小さく,暫間披き冠仮着後,全部鋳造冠合

着後,支台歯形成後の順で大きくなる変化様相が認めら

れた｡この結果からみて,支台歯形成後に生じ待る急激

な温度変化は,暫間被覆冠を仮着することにより,ほぼ

支台歯形成前の状態に回復される結果となった｡しか

し,全部鋳造冠をセメント合着した場合には,支台歯形

成前および暫間被覆冠仮着後に比べると,髄腔内温度変

化は大きくなる結果を示した｡

2.実験2 :各種セメントの違いによる髄腔内温度変化

全部鋳造冠合着時のセメントの種東を変化させ,定常

刺激を付与した場合の髄腔内温度変化の平均値を表3な

らびに図8に示すo

一34一
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支台歯形成前　　　　　　　　　暫間被覆冠仮着後

-I--　支台歯形成後　　　　　　　　　　全部鋳造冠金着後

/
/

/

/　′/

/　　/

/ /′

37.0

｡C)

温刺激67℃の定常刺激を付与した場合

1603

冷刺激5 ℃の定常刺激を付与した場合

図7　支台歯形成前からセメント合着後までの髄腔内温度変化(平均値)

温刺激を付与した場合,リン酸亜鉛セメント,グラス

アイオノマ-セメント,カルポキシレートセメント.

ユージノール系仮着材,非ユージノール系仮着材におい

ては,寵腔内温度変化は顛似した様相を呈したo　これら

の合着用セメントの5秒後の髄腔内通度は,リン酸亜鎗

セメントで　　｡C,グラスアイオノマーセメントで

カルポキシレートセメントで　　　　ユージ

ノール系仮着材で　　　　非ユージノール系仮着材で

秒後の髄腔内濫度は,リン酸亜鎗セメント

で　　℃,グラスアイオノマーセメントで　｡C,カ

ルポキシレートセメントで　　　　ユージノール系仮

着材で　　℃,非ユージノール系仮着材で　　　で

あった｡しかし,レジン系セメントの5秒後の髄腔内温

度は　　℃, 10秒後の髄腔内温度は　　℃となり他の

倉着用セメントに比べて小さくなる結果を示した.

冷刺激を付与した場合も同様で,リン酸亜鉛セメン

ト,グラスアイオノマーセメント,カルポキシレートセ

メント,ユージノール系仮着材,非ユージノール系仮着

材においては,髄腔内温度変化は楽似した様相を呈し

たo　これらの合着用セメントの5秒後の髄腔内温度は,

リン酸亜鎗セメントで　　℃,グラスアイオノマーセ

メントで　　℃,カルポキシレートセメントで

℃,ユージノール系仮着材で　　℃,非ユージノール

系仮着材で　　　　　秒後の髄腔内濫度は,リン酸亜

鉛セメントで　　℃,グラスアイオノマーセメントで

カルポキシレートセメントで　　　　ユージ

ノール系仮着材で　　　　非ユ-ジノール系仮着材で

｡Cになったが,レジン系セメントの5秒後の髄腔

内濫度は　　　　秒後のは　　　となり他の倉着用

セメントに比べて小さくなる結果を示した｡

3.実験3 :捕綴材料の違いによる髄腔内温度変化

1)定常刺激付与時の髄腔内温度変化

定常刺激を付与した場合の支台歯形成前,支台歯形成

後,全都鋳造冠,硬賛レジンジャケット冠,陶材焼付鋳

造冠の髄腔内温度変化の平均値を表4ならびに図9に示

す｡
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表3　各種セメントの違いによる髄腔内温度変化(定常刺激を付与した場合)
濫刺激　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位

1秒後　2秒後　3秒後　4秒後　5秒後　6秒後　7秒後　8秒後　9秒後10秒後

リン酸亜森セメント 37.08　37.48　38.79　40.81　42.55　44.05　　45.75　47.06　48.07　49.14

(0.03) (0.21) (0.47) (0.66) (0.76) (1.12) (1.29) (1.50) (1.57) (1.75)

グラスアイオノマーセメント

工93)

*ルポキシレートセメント

(0.04) (0.45) (0.61) (0.72) (0.83) (1.13) (1.40) (1.48) (1.59) (1.64)

レジン系セメント

(0.05) (0.08) (0.45) (0.76) (0.89) (1.ll) (1.36) (1.38) (1.43) (1.38)

ユージノール系仮着材

(0.04) (0.19) (0.80) (0.39) (0.68) (1.01) (1.39) (1.58) (1.65) (1.72)

非ユージノール系仮着材

(0.04) (0.16) (0.67) (0.59) (0.93) (1.27) (1.47) (1.65) (1.77) (1.73)

冷刺激(5℃)

平均

(S. D.)

(単位: ｡C)

1秒後　2秒後　3秒後　4秒後　5秒後　6秒後　7秒後　8秒後　9秒後10秒後

リン酸亜鉛セメント 36.90　36.39　　35.12　33.40　31.61　29.93　28.35　26.96　25.82　　24.71

甘　　　　　　　　　　　　　　　　　工211　　　　　　　　　　　　　　工38)

グラスアイオノマーセメント

(0.04) (0.18) (0.41) (0.70) (1.07) (1.33) (1.60) (1.80) (1.92) (2.08)

カルポキシレートセメント

L L 69)

レジン系セメント

(0.03) (0.18) (0.43) (0.72) (0.80) (1.21) (1.46) (1.65) (1.76) (1.93)

ユージノール系仮着材

(0.04) (0.22) (0.51) (0.69) (0.97) (1.21) (1.47) (1.60) (1.66) (1.87)

非ユージノール系仮着材　36.

(0.04) (0.18) (0.41) (0.74) (1.04) (1.33) (1.69) (1.84) (1.84) (1.90)

濫刺激を付与した場合の5秒後の髄腔内温度変化は,

支台歯形成前で　　　　支台歯形成後で　　℃,全部

鋳造冠で　　℃,硬賛レジンジャケット冠で

陶材焼付鋳造冠で　　℃であった｡ 10秒後の髄腔内温

度変化は,支台歯形成前で　　℃,支台歯形成後で

℃,全部鋳造冠で　　℃,硬質レジンジャケット

冠で　　℃,陶材焼付鋳造冠で　　℃であり,捕緩材

料の違いによって温度変化様相が巽なる結果を示した｡

冷刺激を付与した場合の5秒後の髄腔内濫度変化は,

支台歯形成前で　　　　支台歯形成後で　　℃,全部

鋳造冠で　　℃,硬薯レジンジャケット冠で

平均
(S. D.)

陶材焼付鋳造冠で　　℃であった｡ 10秒後の髄腔内愚

度変化は,支台歯形成前で　　｡C,支台歯形成後で

℃,全部鋳造冠で　　℃,硬宴レジンジャケット

冠で　　　　陶材焼付鋳造冠で　　℃であり,温刺激

を付与した場合と同様,覇轟材料の違いにより温度変化

様相が異なる結果を示した｡

額縁材料を変化させて定常刺激を付与した場合,温刺

激,冷刺激ともに,髄腔内の温度変化は,支台歯形成前

の髄腔内温度変化が小さく,硬賛レジンジャケット冠,

陶材焼付鋳造冠,全部鋳造冠の服で髄腔内の温度変化が

大きくなる結果を示し,硬賛レジンジャケット冠と陶材
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支台歯形成前　　　　　リン酸亜鎗セメント

支台歯形成後　　　　　　　グラA7イ打マ-セメント

濫刺激　の定常刺激を付与した場合

1605

--　ユーi;}づレ系仮素材　　　　--･･･カル栖･シトトセメント

-　非ユ　ル系楠材　　　　　　レジン系セメント

0 1 2　3　4　5　6　7　8　9 10(sec･)

冷刺激5 ℃の定常刺激を付与した場合

図8　各種セメントの違いによる髄腔内温度変化(平均値)

焼付鋳造冠の温度変化傾向は支台歯形成前と近似した結

果を示した｡

2)非定常刺激付与時の髄腔内通度変化

(1)非定常刺激を唆合面から付与した場合

非定常刺激を唆合面から付与した場合の支台歯形成

前,支台歯形成後,全部鋳造冠,硬賛レジンジャケット

冠,陶材焼付鋳造冠の髄腔内温度変化の平均値を表5な

らびに図10に示すo

嘆合面に濫刺激を付与した場合の5秒後の髄腔内温度

変化は,支台歯形成前で　　℃,支台歯形成後で

oc,全部鋳造冠で　　　　硬質レジンジャケット冠で3

陶材焼付鋳造冠で　　　であった0 10秒後の

髄腔内温度変化は,支台歯形成前で　　　支台歯形

成後で　　℃,全部鋳造冠で　　　硬賛レジンジャ

ケット冠で　　℃,陶材焼付鋳造冠で　｡Cであり,

補緩材料の違いによって温度変化様相が異なる結果を示

した｡

唆合面に冷刺激を付与した場合の5秒後の健腔内温度

変化は,支台歯形成前で　　℃,支台歯形成後で

oc,全部鋳造冠で　　℃,硬繋レジンジャケット冠で

℃,陶材焼付鋳造冠で　｡Cであった｡ 10秒後の

髄腔内温度変化は,支台歯形成前で　　℃支台歯形成

後で　　℃,全部鋳造冠で　　℃,硬賛レジ･ンジャ

ケット冠で　　℃で,陶材焼付鋳造冠で　　　であ
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表4　補緩材料の違いによる髄腔内盈度変化(定常刺激を付与した場合)

濫刺激(67℃)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位: ℃)

1秒後　2秒後　3秒後　4秒後　5秒後　6秒後　7秒後　8秒後　9秒後10秒後

支台歯形成前

支台歯形成後

全部鋳造冠

37.06　37.17　37.60　38.61　39.84　40.94　42.00　43.00　43.83　44.90

(0.03) (0.10) (0.ll) (0.44) (0.62) (0.73) (0.97) (1.21) (1.21) (1.49)

37.29　38.46　40.37　42.07　43.54　44.94　46.36　47.90　49.58　50.68

(0.08) (0.25) (0.14) (0.43) (0.67) (0.68) (0.90) (0.79) (1.24) (1.53)

37.08　37.53　38.67　40.53　42.31　43.77　45.14　46.31　47.10　48.10

(0.02) (0.13) (0.34) (0.62) (0.37) (0.83) (1.28) (1.47) (1.60) (1.71)

硬寛レジンジャケット冠

(0.02) (0.09) (0.20) (0.24) (0.41) (0.38) (0.73) (0.68) (0.79) (1.18)

陶材焼付鋳造冠

(0.02) (0.10) (0.09) (0.37) (0.40) (0.66) (0.84) (1.05) (1.30) (1.72)

冷刺激(5℃)

n-5　平均
(S. D.)

(単位: ℃)

1秒後　2秒後　3秒後　4秒後　5秒後　6秒後　7秒後　8秒後　9秒後10秒後

支台歯形成前

支台歯形成後

全部鋳造冠

36.95　36.83　36.38　35.21　34.06　33.06　32.10　30.82　29.94　28.96

(0.03) (0.07) (0.22) (0.57) (0.74) (0.87) (0.92) (1.21) (1.32) (1.40)

36.63　35.81　34.00　32.40　30.78　29.47　27.72　26.46　25.40　23.17

(0.03) (0.23) (0.21) (0.57) (0.60) (0.76) (0.82) (0.96) (1.28) (1.40)

36.90　36.41　35.31　33.63　32.03　30.65　29.29　28.11　27.25　26.23

(0.04) (0.20) (0.47) (1.00) (0.63) (1.13) (i.60) (1.80) (1.88) (1.99)

硬薯レジンジャケット冠

(0.01) (0.04) (0.14) (0.39) (0.44) (0.60) (0.80) (0.70) (0.89) (1.01)

陶材焼付鋳造冠

工　　　　工

り,濫刺激を付与した場合と同様,覇緩材料の違いによ

り濫度変化様相が異なる結果を示した｡

補綴材料を変化させて非定常刺激を唆倉面から付与し

た場合,濫刺激,冷刺激ともに,髄腔内の濫度変化は,

支台歯形成前および硬薯レジンジャケット冠の髄腔内温

度変化が小さくなり,ついで陶材焼付鋳造冠,全部鋳造

冠の順で髄腔内の温度変化が大きくなる結果を示したo

(2)非定常刺激を頑面から付与した場合

表6,図11に示すごとく,東面に濫刺激を付与した場

合の5秒後の髄腔内濫度変化は,支台歯形成前で

℃,支台歯形成後で　　℃,全部鋳造冠で　　　　硬

質レジンジャケット冠で　　℃,陶材焼付鋳造冠で

で, 10秒後の髄腔内濫度変化は,支台歯形成前

で　　℃,支台歯形成後で　　℃,全部鋳造冠で

n-5　平均
(S. D.)

℃,硬聾レジンジャケット冠で　　　　陶材焼付

鋳造冠で　　　であったO

また,額面に冷刺激を付与した場合の5秒後の髄腔内

温度変化は,支台歯形成前で　　℃,支台歯形成後で

℃,全部鋳造冠で　　　　硬賛レジンジャケット

冠で　　℃,陶材焼付鋳造冠で　　　で, 10秒後の嚢

腔内濫度変化は,支台歯形成前で　　℃,支台歯形成

後で　　℃,全部鋳造冠で　　　　硬薯レジンジャ

ケット冠で　　　　陶材焼付鋳造冠で　　　であっ

た｡

前述した唆合面から非定常刺激を付与した場合の髄腔

内濫度変化と比較すると,唆合面と額面の髄腔内温度変

化は,楽似した様相を呈したO
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支台歯形成前　　　　　　　　頑覚レジンジャケット冠

支台歯形成後　　　一　　　陶材焼付鋳造冠

全　部　鋳　造　冠

0 1　2　3　4　5　6　7　8　9 10(see.)

温刺激　の定常刺激を付与した場合

1607

冷刺激5 ℃の定常刺激を付与した場合

図9　補綴材料の違いによる髄腔内濫度変化(平均値)

考　　　　　案

1.研究の概略について

歯およびセメント補線材料の熱伝導に関する研究は

これまで多方面で行われている｡こうした研究は,それ

ぞれの物聾学的性繋すなわち熱定数(熱伝導率,比熱,

熟拡散率)から検討を加えたもの　　　)と,有限要

素法によるコンピュータ解析から検討を加えたもの

とに大別されるo歯の硬組織,セメント,補轟材

料それぞれの熱定数は,口腔内の熱伝導を知る上で大き

な意味を持つoまた,有限要素法によるコンピュータ解

析は,生体の熱伝導に左右する園子を限局して検討する

ことができ,双方ともに圭垂な情幸掴ミ得られる.しか

し,生体の熱現象を考えた場合,両者を総合した検討は

少ないのが現状である｡生体に近い環境下の測定は,坐

体そのものの熱的性質以外にも,測定環境すなわち生体

の存在する外部環境の影響が大きく,非常に難しいとさ

れている　〉O近年,捕綴処置にともなう熱伝導様相の

研究は,有限要素法によるコンピュータ解析によって報

吾されたもの　〉38'39〉が多く,天然歯を用いたものは,

嶺崎35)による歯とセメントの熱的性薯についての報告を

見るにすぎないo

そこで著者は,実験的ではあるが,口腔内を想定した

状態で熱伝導様相を測定するシステムを考案し,支台歯

形成前から全部鋳造冠を合着するまでの各段階の髄腔内

温度変化を測定し,検討を加えることを企画した｡さら

に,各種セメントおよび歯冠補綴物の違いによる影響に

っいても検討を加えたoまた,補綴物の種楽を変えた場

合に関しては,定常,非定常の2種類の温射り激を付与

し,臨床的な熱伝導様相について検討を試みた｡

2.被　験　歯

1)被験歯について

本実験で用いた被験歯は,性差,左右差の区別は特に

行っていないが,年麻12歳から15歳で歯列矯正のため便

宜抜去されたもので,明醇な蘭蝕や著しい唆耗が認めら
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表5　補緩材料の違いによる髄腔内濫度変化(非定常刺激を唆合面から付与した場合)

鑑刺激(ストッピング)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位: ℃)

1秒後　2秒後　3秒後　4秒後　5秒後　6秒後　7秒後　8秒後　9秒後10秒後

支台歯形成前

支台歯形成後

全部鋳造冠

37.02　37.03　37.04　37.11　37.20　37.33　37.45　37.59　37.71　37.84

(0.02) (0.03) (0.03) (0.13) (0.25) (0.37) (0.47) (0.55) (0.62) (0.67)

37.18　37.51　37.97　38.26　38.54　38.80　39.01　39.16　39.32　39.53

(0.15) (0.37) (0.41) (0.48) (0.49) (0.51) (0.47) (0.48) (0.47) (0.35)

37.07　37.17　37.32　37.51　37.75　37.97　38.20　38.42　38.61　38.79

(0.04) (0.17) (0.31) (0.37) (0.40) (0.43) (0.41) (0.37) (0.36) (0.34)

硬質レジンジャケット冠

(0･02) (0.02) (0.03) (0.07) (0.10) (0.13) (0.16) (0.18) (0.22) (0.22)

陶材焼付鋳造冠

(0.02) (0.02) (0.03) (0.06) (0.09) (0.ll) (0.16) (0.18) (0.21) (0.23)

冷削数(パルパー)

n-5　平均
(S. D.)

(単位: ｡C)

1秒後　2秒後　3秒後　4秒後　5秒後　6秒後　7秒後　8秒後　9秒後10秒後

支台歯形成前

文台歯形成後

全部鋳造冠

36.97　36.96　36.91　36.84　36.74　36.60　36.46　36.31　36.15　36.00

(0.03) (0.02) (0.04) (0.13) (0.20) (0.35) (0.45) (0.54) (0.63) (0.70)

36.92　36.60　35.96　35.61　35.19　34.88　34.46　34.21　33.92　33.68

(0.05) (0.16) (0.34) (0.51) (0.60) (0.72) (0.75) (0.85) (0.86) (0.89)

36.94　36.88　36.72　36.44　36.12　35.77　35.43　35.13　34.86　34.63

(0･

硬寛レジンジャケット冠

(0･03) (0.02) (0.04) (0.06) (0.12) (0.18) (0.24) (0.28) (0.31) (0.34)

陶材焼付鋳造冠

(0･01) (0.01) (0.02) (0.05) (0.09) (0.13) (0.16) (0.20) (0.21) (0.24)

n-5　平均
(S. D.)

れない下顎第一小臼歯であるo特に,被験歯として下顎

第-小白歯を選択したが,これは,抜歯直後の天然歯を

入手しやすかったことに加え,下顎第一小臼歯が単根管

で,多唆頭歯に比べ頑伽唆項直下に比較的大きな髄角部

があり　　髄角部にセンサを設定しやすかったためであ

る｡

被験試料の製作に先立ち,選択した被験歯の額面歯冠

長径,近遠心的最大幅径,頑舌的最大幅径および隣接面

歯冠長径を計測した(図　　計測した被験歯の解剖学的

大きさの平均値を表7に示す｡被験歯の歯冠長径は

mm,歯冠幅径は　　　　頑舌径は　　　　隣接面

歯冠長径　　　であった｡これらの結果は,上修45)の

日本人永久歯の歯冠の平均値とはぼ同様であり,本実験

に用いた歯は,冒本人の平均的なものであると考えた｡

また本実験に用いた被験歯は,抜歯産後生理金塩水に

て冷蔵保存されたものであり,口腔内で機能している天

然歯に近い状態で測定できたと判断した｡

2)被験試料の製作について

(1)植立方向について

今回の実験は,抜去歯を用いたことにより任意に歯軸

を設定することが可能であったが,より臨床的指標とす

るため,口腔内でも室準となりうる歯冠軸を長井40'の方

法により設定し植立の素準としたo蓋準軸が近遠心,痩

舌側のいずれかに傾くと,支台歯形成を行う上で残存歯

寛の距離が不均-になってしまうことが考えられるo長

井の蓋準軸は歯の垂心線ともほぼ一致しており,最も臨
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支台　歯形成前　　　一一一一-一硬薯レジンジャケット冠

1609

支台歯形成後　　　　　　　　　陶財焼付鋳造冠

全　部　鋳　造　冠

0 1 2　3　4　5　6　7　8　9 10(sec･)

非定常刺激(ストッピング)を唆合面から付与した場合　　　非定常刺激(パルパー)を唆合面から付与した場合

図10　補緩材料の違いによる髄腔内温度変化(平均値)

床に近く,かつ歯窯がほぼ均等に切削できる基準軸とし

て使用した｡

(2)センサについて

温度測定に用いられるセンサの種楽は豊富であるが,

-般に接触型と非接触型に大別される｡接触型の代表的

なものとして,熱竃対や白金測温抵抗体があげられる｡

その中でも熱電対は古くから種々の実験に用いられ,用

途に応じた種幾も皇富で,使用温度範囲も広く,鍋-コ

ンスタンタン熱電対の場合では　　　　　　℃までの測

定に適するとされている　｡また,その大きさも非常

に小さく加工でき,センサが小さいほどその応答性にも

優れているため,幅広い分野で利用されている｡本実験

で用いた鏑-コンスタンタン熱電対は,直径　　　と

極めて小さく,被験歯根端から髄腔内に挿入することが

容易であり,従来型に比べて応答性にも優れ,平均応答

速度も, 5 ×　　　　　で非常に応答性の良いもので

ある｡

さらに今回の実験では,センサの応答性をより有効な

ものとするため,センサの挿入に際し銀ペーストを介在

させた｡これは,髄腔内にできる死腔をなくすためだけ

でなく,伝わる刺激を嚢腔内全体で感知する目的で応用

した｡その有効性を調べるため,実験的に直径5mmの

アクリルチューブに豪ペーストを介在させたものと,空

気を介在させたものを製作し,室温24± 1℃中にて

恒瀞菅に浸漆させて両者の濫度変化を測定したoその結

果,銀ペース幸を介在させたものは介在させなかったも

のに比べる′と　　℃上昇するまでの時間に平均3. 0秒の

差が認められ,最ペーストを用いることによりセンサの

-41 -
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表6　額縁材料の違いによる髄腔内温度変化(非定常刺激を額面から付与した場合)

濫刺激(ストッピング)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位: ℃)

1秒後　2秒後　3秒後　4秒後　5秒後　6秒後　7秒後　8秒後　9秒後10秒後

支台歯形成前

支台歯形成後

全部鋳造冠

37.02　37.02　37.02　37.06　37.13　37.23　37.34　37.46　37.56　37.67

(0.01) (0.01) (0.01) (0.05) (0.10) (0.16) (0.23) (0.28) (0.35) (0.38)

37.12　37.22　37.54　37.80　38.09　38.38　38.66　38.91　39.15　39.43

(0.06) (0.05) (9.14) (0.12) (0.16) (0.25) (0.34) (0.43) (0.46) (0.55)

37.06　37.11　37.19　37.33　37.50　37.68　37.85　38.02　38.19　38.33

(0.02) (0.-02) (0.02) (0.03) (0.07) (0.ll) (0.17) (0.20) (0.31) (0.58)

硬賛レジンジャケット冠

(0.01) (0.01) (0.02) (0.04) (0.05) (0.07) (0.09) (0.22) (0.22) (0.19)

陶材焼付鋳造冠 37.05　37.06　37.09　37.15　37.24　37.34　37.44　37.55　37.69　37.81

(0.02) (0.07) (0.14) (0.19) (0.22) (0.25) (0.23) (0.13) (0.15) (0.17)

冷削激(パルパー)

n-5　平均
(S. D.)

(単位: ｡C)

1秒後　2秒後　3秒後　4秒後　5秒後　6秒後　7秒後　8秒後　9秒後10秒後

支台歯形成前

支台歯形成後

全部鋳造冠

36.97　36.96　36.93　36.87　36.78　36.64　36.49　36.32　36.17　36.01

(0.01) (0.02) (0.04) (0.ll) (0.20) (0.32) (0.43) (0.54) (0.64) (0.74)

36.92　36.69　36.15　35.79　35.37　35.05　34.78　34.46　34.17　33.91

(0.04) (0.13) (0.22) (0.22) (0.29) (0.37) (0.47) (0.54) (0.60) (0.61)

36.94　36.90　36.79　36.62　36.39　36.15　35.90　35.68　35.48　35.31

(0.02) (0.04) (0.13) (0.22) (0.27) (0.32) (0.34) (0.34) (0.36) (0.34)

硬賛レジンジャケット冠

(0.02) (0.02) (0.02) (0.06) (0.13) (0.22) (0.29) (0.33) (0.40) (0.43)

陶材焼付鋳造冠 36.94　36.92　36.91　36.84　36.74　36.60　36.44　36.27　36.08　35.90

(0.02) (0.03) (0.04) (0.07) (0.10) (0.16) (0.19) (0.23) (0.25) (0.25)

応答性が向上し,髄腔内の濫度変化を速やかに感知する

と判断された｡

また,センサおよび銀ペーストが確実に被験歯髄腔内

に挿入されていることを確認するため,センサ挿入前後

にⅩ線撮影を行ったo　まず,被験歯植立後,髄腔内に造

影剤を注入し,頑舌方向,近遠心方向,唆合面方向の3

方向からⅩ線撮影し,髄角の位置及び髄腔の形態を確認

した｡次に,センサ挿入後,同3方向から再度Ⅹ線撮影

し,確認した(図13)｡

3.測定方法

1)測定方法について

従来より生体の温度測定を行う際,生体の濫度や熱的

物理学的性薯の他に生体を取り巻く環境忠度すなわち拙

走環境が,試料の温度変化に影響を与えることが指摘さ

n-5　平均
(S. D.)

表7　被験歯の解剖学的大きさ
単位:mm

平 均 S.D .

歯 冠 長 径 9.12 0.51

歯 冠 幅 径 7.46 0.36

頑 舌 径 8.30 0.34

隣接面 歯冠長 径 7.71 0.48

れている　　　本実験においては,被験試料の髄腔内お

よび周園の環境濫度が一定の環境下で保たれる必要性が

ある0本システムでは,髄腔内の温度を一定に保つた

め,生体の嚢腔内温度を想定した37℃に保たれた恒温槽

中に被験歯を浸演させた｡また,被験歯は,口腔内環境
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支台　歯形成前　　　　　　　　　硬薯レジンジャケット冠

1611

支台歯形成後　　　　　　　　　陶材焼付燐造冠

全　部　鋳　造　冠

0 1 2　3　4　5　6　7　8　9 10(sec･)
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1　2　3　4　5　6　7　8　9 10(sec.)

非定常刺激(ストッピング)を額面から付与した場合　　　　非定常刺激(パルパー)を頑面から付与した場合

図11補綴材料の違いによる髄腔内温度変化(平均値)

歯冠幅径

図12　歯冠部計測部位

の37℃,湿度　　に非常に近い状態で保つように設定

しているが,本システムの測定外部環境は,試料の移動

などの点で,室温24± 1 ℃,相対温度50±10%で一定に

保つ設定とした｡
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1612 梅原:歯冠補轟処置における歯の熱伝導

2)刺激方法について

(17　定常刺激

一般に口腔内に摂叙される食品や飲料水の温度は様々

であり,摂取してから嘆下するまでの時間もそれぞれ異

なる｡しかし,本実験では,まず歯に熱刺激が加わった

場合の熱伝導様相を把廃するため,被験歯歯冠部全体

に,一定の温刺激および冷刺激を持続的に付与し,髄腔

内濫度変化を測定した｡

食品や飲料水の温度について　　　　　　ら46)は,

被験者が摂取したコーヒ-の温度は　　　　℃であった

と報告し　　　　ら47)は67℃以上のコーヒーの摂取は禾

可能であったと報吾している｡高橋25)は濫冷金物として

快く飲める温度が5℃　　　の範囲であったと報害して

いることから本実験における温刺激を67℃,冷刺激を

5℃とした｡

(2)非定常刺激

次に,金品や飲料水のように口腔内で熱が吸収･拡散

されるような場合の熱伝導様相を把擾するため,被験歯

に,時間に依存する温度変化のある温度刺激を付与し,

髄腔内濫度を測定した.そこで本実験では,濫度診とし

ても用いられているストッピングとパルパーを非定常刺

激として選択したoストッピングは加熱温度,接触面積

を一定にすることが難しいとされている48)尋0)が,毎回

定量　　のストッピングを3秒間加熱し,弱圧で接触

させたところ,平均¢　　　の接触面積を確保するこ

とができた｡図14にストッピングおよびパルパーを,室

温24±　　　相対漫度50±10%の恒温恒混環境にて3秒

間加熱,冷却したときの温度変化を示す.平均すると,

3秒後にはそれぞれ最高(低)温度の73℃　　　　にな

り,ストッピングは5分後に,パルパーは3分30秒後に

室温に回復したo　これらを37℃で保たれた被験歯に付与

するとにより,実験的に口腔内環境を想定した状態の熱

伝導様相を捕らえることができると判断した｡

(3)測定時間

また,測定時間を設定するにあたり,予備実験として

支台歯形成前の被験歯に67℃の定常刺激を付与し, 1分

間,髄腔内温度を測定した.その結果,温度刺激を付与

した直後から10秒後まではやや急激な濫度上昇がみられ

たが,その後15秒から60秒の間では温昼の上昇が緩やか

になる傾向が認められた｡これは,山田ら49)が抜去中切

歯に加熱ストッピングを付与した場合と同様の傾向を示

しており,また,日常摂取する飲料水等を嘆下するまで

の時間も非常に短いことも考慮にいれ,測定時間を10秒

に設定した｡

図14　ストッピングおよびパルパ-の温度変化

4.実験条件について

1)実験1 :支台歯形成からセメント合着後の髄腔内

温度変化

捕緩処置に伴う肯髄歯の支台歯形成は日常頻繁に行わ

れる操作の一つである｡支台歯形成された歯は,歯質の

厚さが変化するのみならず,璃瑚薯の削去にともなう象

牙薯の露出など,天然歯と状態が異なる｡また,補綬物

を合着するまで,歯髄の鋳静や歯薯の保護,スペースの

保全などの目的から暫間被覆冠が仮着される｡さらに

は,暫間被覆冠は額縁物に置き換えられ合着される｡こ

のように,補緩処置という一連の操作の中で支台歯形成

された歯は,各段階で天然歯と様相が異なることとな

る｡

そこで実験1として,天然歯すなわち支台歯形成前,

支台歯形成後,暫間被覆冠仮着後,全部鋳造冠合着後の

4時新を選択し,測定を行った.

(1)支台歯形態について

支台歯形態は,臨床的に,軸面傾斜角度50,唆合面

削去量　　　の全周チャンファータイプとした｡

軸面傾斜角度と合着用セメントの合着力との関係につ

いて今日まで多くの研究が報吾されている｡佐藤51)は,

軸面傾斜角度が30, 50において合着用セメントの合着

力が高いと報吾しており,本実験ではこの報吾を参考に

室準軸に対する軸面傾斜角度を5 0と設定したo

唆合面削去は,歯宴削去室が少ない方が好ましいが,

中心唆合位および側方運動時においても,蓮出番などの

合理的唆合面形態を付与でき,さらに使用金属の破折や

変形の起こらない十分な厚みなどを考慮し　　　　と

設定した｡なお,門平52)の方法に準じて支台歯形成の点
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検を行い,唆合面の歯薯削去室が平等に　　　になる

ように努めた｡

また,辺縁形態は,全部鋳造冠の支台歯形成に臨床上

最も多く用いられている全周チャンファータイプとし,

辺縁の設定部位は　　　　ら53)の歯叡溝と歯糞線との

距離を参考に,天然抜去歯の解剖学的歯褒線から0. 5

mm上とした｡

(2)実験材料について

実験材料は,生活歯の補綴処置において臨床上使用頻

度の高いものを選択した｡仮着用セメントは歯髄保護を

目的とし,歯髄に対する為害性がなく,鉄静効果を有す

るとされる7)の54)亜帝華ユージノール製剤を,合着用セ

メントは接着性があり歯髄や歯周組織に為害性の少ない

とされている54)グラスアイオノマーセメントを用いた｡

合着操作について,佐藤41)は,クラウン内面に実験的

空隊を付与したところリン酸亜鉛セメント,レジン系セ

メントの浮き上がり室を減少することができたと述べて

いるoそこで本実験の合着に際しては,合着材による浮

き上がりを防止し,セメント層が一定かつ可及的に薄く

なるように,全部鋳造冠および暫間被覆冠の内面に幅

のグループを頑･舌側,近･遠心側に4本付与

し,合着用セメント層が一定かつ可及的に薄くなるよう

に努めた｡

2)実験2 :合着用セメントの違いによる髄腔内濫度

変化

現在まで,各種セメントの物理学的性葉に関する研究

をはじめ,補轟物合着におけ

る適合性や浮き上がりに関する研究4°や歯髄に対する病

理学的研究4)魂)55)魂3)が主に報害されてきたo　セメントの

熱的性薯に関する報吾もその種幾が豊富であるため多数

報吾されてきてはいるが,セメントの種事の違いが熱伝

導にどのように影響するかを検討した報吾は少ない｡そ

こで実験2では,リン酸亜鉛セメント,グラスアイオノ

マーセメント,カルポキシレートセメント,レジン系セ

メント,ユージノール系仮着材,非ユージノール系仮着

材の6種のセメントを同一被験歯に応用し,各セメント

が熱伝導様相に及ぼす影響について検討した｡

(1)支台歯形態について

支台歯形態は実験1に準じ,軸面傾斜角度50,唆合

面削去量　　　の全周チャンファータイプとした｡ま

た,補緩物の製作は,実験1に準じ,支台歯形成前に採

待したコアーを用いて補産物が支台歯形成前の形態と同

様になるよう努めた｡さらに全部鋳造冠には,額面,舌

面,近心面,遠心面の4面に長さ　　　　　¢　　　の

92, No. 12 (1992) 1613

リムーバブルノブを付与したが,これは,倉着用セメント

交換時の補額物の離脱を容易にする目的で付与したもの

であり,合着操作および測定には影響のない長さとした.

(2)合着および仮着材料について

セメントはその種幾が皇富であるばかりでなく,近年

では,合着材の物性の改良とともに,高分子化学の進歩

により歯薯や金属に接着するレジン系セメントが開発さ

れ臨床に応用されている｡接着性レジン系セメントは,

材料の開発にともない倉着後の歯髄への為害作用も少な

くなり,生活歯にも応用可能となってきたoそこで,覗

在歯冠補産物の合着に応用されている代表的な合着用セ

メントであるリン酸亜森セメント,グラスアイオノマー

セメント,カルポキシレートセメント,接着性レジン系

セメント,さらに,暫間被覆冠仮着時に用いられるユー

ジノール系仮着材と非ユージノール系仮着材を用いて測

定を行った｡

補綬物の合着および仮着に際し,補綴物の離脱を容易

にするためあらかじめリムーバブルノブを付与したが,

セメントの合着力が強い場合,被験歯が破折することも

あった｡そこで各種セメントの合着は2種の仮着用セメ

ントから行い,つぎにリン酸亜鉛セメント,グラスアイ

オノマーセメント,カルポキシレートセメントを無作為

に合着,測定した｡しかしレジン系セメントは歯要との

接着強さが大きく,また歯寛を酸処理する必要があるた

め,最後に合着,測定を行った｡なお,補緩物離脱後の

歯薯は超音波洗浄してから次の測定を行った.

3)実験3 :補轟材料の違いによる髄腔内温度変化

生活歯に応用される歯冠補綴物は,全部被覆冠,部分

被覆冠の2種東に大別されるが,全部被覆冠はさらに全

部鋳造冠,前装鋳造冠,ジャケットクラウンに分車され

る｡さらに前装鋳造冠やジャケットクラウンは歯冠色材

料の違いから陶材またはレジンを用いたレジン前装鋳造

冠,陶材前装鋳造冠,レジンジャケットクラウン,ポー

セレンジャケットクラウンに分類される｡いずれにして

も,歯冠捕綴材料やセメントの種革が豊富になると,そ

の選択基準もそれぞれ特徴があり,画一的に設定できな

い｡こうした選択基準の-つとして,倉着後の歯髄-の

熱的影響が考えられる.実験3では,覇綴物に用いる材

料の違いが熱伝導に及ぼす影響を検討するため,臨床応

用頻度の高い全部鋳造冠,硬質レジンジャケット冠､陶

材焼付鋳造冠の3種の補轟物について,定常刺激を付与

し測定,検討した｡

(1)支台歯形態について

各々の補綴物は,その支台歯形態が異なるため,補綴
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材料そのものの影響について検討する上で切削量を一定

にする必要がある｡そこで,実験3の支台歯形態は,坐

活歯の適応症で形成量のもっとも多い硬賛レジンジャ

ケット冠の支台歯形態とし,全周　　　のショルダー

タイプとした｡また,軸面傾斜角度および唆倉面削去量

は実験1に準じ設定し,実験1および実験2のチャン

ファータイプのものとは,軸面辺縁部付近の削去室のみ

が異なる支台歯形態とした｡なお,補緩物には4軸面に

実験2同様のリムーバブルノブを付与し,捕綬物の離脱

を容易にするよう考慮した｡

(2)補轟材料について

各々の捕虜物に使用した材料は,比較的臨床応用頻度

の高いものを選択し,測定を行った｡また,陶材焼付鋳

造冠を製作する場合,陶材を築盛する都合上,コア-を

用いて支台歯形成前の状態と同様に製作することは国華

である｡そこで,支台歯形成前の歯冠形態を万能投影器

を用いて,唆合面,頑舌南,近遠心面よりあらかじめト

レースしておき,陶材築盛後の歯冠形態がそれと同様に

なるよう形態修正を行ってから最終焼成を行った｡

(3)刺激を付与した部位による違い

熱刺激は,歯冠全体で受けるが,軸面および唆合面で

はその熱伝導様相が異なる可能性がある｡高橋ら27)は,

熱伝導効果の立場からは,全部鋳造冠の支台歯形成に際

し,とくに唆合面削除室の増加が影響すると報吾してい

るo実験3では,唆合面および額面から非定常刺激を付

与し測定を行い,刺激を付与した部位による熱伝導様相

の違いについて検討を行った｡

5.各種セメントおよび補緩材料の熟伝導率について

熱伝導様相を聾解する上で.生体および各材料の物理

学的性窯は非常に重要であるo　その中でも各材料の熱定

数(熱伝導率,比熱,熱拡散率)は,補轟処置における歯

の熱伝導に大きく関与すると考えられる｡現在まで倉着

用セメントおよび補緩材料の熟定数について多くの報吾

がなされている　　　　　　　　が,その測定方法の違

いにより測定結果にばらつきがある｡近年,レ～ザ工学

の進歩とともに,レーザフラッシュ法熱定数測定装置

64)司6)が開発され,レーザ光が試料前面に瞬間的に照射

されることにより,測定制度が向上した｡そこで,本実

験結果について考察するに先立ち,レーザフラッシュ法

を用い,各種セメントおよび捕虜材料の熱定数を測定し

た｡

測定に先立ち,熱伝導率測定用試料を製作した｡実験

に用いた試料は,リン酸亜ぬセメント(エリートセメン

ト　　　グラスアイオノマーセメント(フジアイオノ

マー　　　　　　カルポキシレートセメント

⊃カルポセメント),レジン系セメント(スーパー

ボンド　　　　ユージノール系仮着材(ネオダインEZ

ペースト),非ユージノール系仮着材(テンポラリーパッ

ク)の6種のセメント,また補綴材料のうち,金合金と

して, 20カラット金合金　　　　金銀パラジウム合金

(キンパラ　　　白金加金　　　一　　陶材焼付鋳造

冠　　　　の4種,歯科用レジンとして,光重合型硬賛

レジン(セシード),即時重合レジン(ユニファースト)の

2種,歯科用陶材として,エナメル用陶材(クラバール

ポーセレン),デンチン用陶材(クラバールポーセレ

ン),オペーク用陶材(クラバールポーセレン),キャス

クブルセラミックス　　の4種に加え,陶材焼付用金合

金に陶材を1 : 1の割合で焼盛したもの

K68ポーセレン)の計17種であるo各試料は直径

mm,厚さ1.5mmの円坂上に加工し,各合着用セメン

トにおいては,水分の菜散を防止するために,硬化後5

倍希釈のバニッシャーを塗布して測定を行った｡

各材料の熱伝導率は,レーザーフラッシュ法熱定数測

定装置　　　　　　　　　　　　理学電気株式会社製)

にて計測した(図15)｡試料を真空室内に設置し,真空室

内温度25℃に保持した状態で試料前面にレーザ光を瞬間

的に照射,加熱し,その瞬間からの試料の裏面の濫度変

化を測定したo　なお,比熱の測定は熱電対を用い,熱拡

散率の測定は赤外線検出器を用いたo得られた濫度上昇

曲線から各試料の比熱,熱拡散率を測定し,熱伝導率

は,試料の密度,比熱,熱拡散率の積から求めた｡測定

した各種セメントの熱定数を表8に,各補援材料の熱定

数を表9に示す｡

ここで,熱定数について簡単に説明する｡熱伝導率

は,単位時間中に単位面積を通って流れる熱エネルギー

をいい,熟伝導率が大きいほど,熱が遠く伝わる｡比熱

は,単位薯室当たりの物葉の温度を1 ℃上昇させるのに

要する熱室をいい,比熱が大きい方が温度が上昇しにく

くなるが,いったん温度が上昇あるいは下降した場合に

は,元の濫度に戻りにくいという特徴があるQ熱拡散率

は,単位時間当たりに物薯を伝わる熱の速度を示したも

ので,熟拡散率が大きいほど熱が遠く伝わる｡一般に,

熱伝導率が小さいものほど濫度遮断効果が期待できると

判断される｡

1)各種セメントの熟伝導率

表8に示すごとく,各種合着用セメントの熱伝導率を

測定した結果,熱伝導率は,リン酸亜鉛セメントが最も

大きく.カルポキシレートセメント,グラスアイオノ
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レーザパルス

真空室　　　　　　　息度検出

く測　定　原　理)

図15　レ～ザフラッシュ法熱定数測定装置の測定原
理62)

マ～セメント,ユージノール系仮着材,非ユージノール

系仮着材,レジン系セメントの順で小さくなる傾向を示

した｡

本実験結果から,各種セメントの熱伝導率はそれぞれ

異なり,熱伝導様相に変化を与える一因と考えられた｡

2 )各種補綴材料の熱伝導率

各種補緩材料の熱定数を測定した結果,熱伝導率は,

陶材焼付用金合金が最も大きく, 20カラット金合金,金

豪パラジウム合金,白金加金,陶材焼付用金合金陶材焼

成,エナメル用陶材,デンチン用陶材,オペーク用陶

材,キャスタブルセラミックス,硬賛レジン,即時重合

レジンの順で小さくなる傾向を示した(表9)0

1615

このように,熱伝導率から判断すると,陶材やレジン

は金属に比べると熱伝導率が小さく,各補綬材料の熱伝

導率が熱伝導様相に変化を与える一因と考えられた0

6.実験結果について

1)実験1 :支台歯形成からセメント合着後の髄腔内

温度変化

実験1では,まず,時間的経過にともなう各時期の温

度変化について検討するため,各測定結果1秒ごとにt

検定を行ったところ,濫刺激を付与した場合,冷刺激を

付与した場合ともに,支台歯形成前と暫問被覆冠仮着後

の間では有意差は認められなかった｡また,支台歯形成

後と全部鋳造冠合着後の間では,濫刺激を付与した場

合, 6秒後までは危険率1%で有意差が認められ, 7秒

後, 8秒後では危険率5%で有意差が認められたが, 9

秒後, 10秒後では有意差は認められなかった｡冷刺激を

付与した場合では, 5秒後までは危険率1 %で有意差が

諸められ, 6秒後では危険率5 %で有意差が認められた

が, 7秒後から10秒後では有意差が認められなかった｡

このように,支台歯形成前と,暫間被覆冠仮着後の熱

伝導様相は類似しており,支台歯形成後に暫間被覆冠を

仮着すると,髄腔内-の温度刺激を可及的に防ぐことが

できると考えられる｡また,全部鋳造冠を合着した場合

には,熱伝導が支台歯形成前より高くなることが考えら

れ,その結果,髄腔-の温度刺激が伝わりやすくなるこ

とが考えられる｡

こうした,熱伝導様相に影響を与える原図として,捕

表8　各種セメントの熱伝導率測定結果

種　　　　楽　　　　　　密　度　　　比　熱　　　　熱拡散率　　　　　熱伝導率
×　　　　　　　　　　　　　　×

リン酸亜鉛セメント

(エリートセメント

3. 00 0. 966　　　　　　　0. 503 工46

グラスアイオノマーセメント

(フジアイオノマ

上go 1. 124　　　　　　　0. 276 0. 59

カルポキシレートセメント

)カルポセメント)

2.27 0. 791　　　　　　0. 396 0.71

レジン系セメント

(スーパーボンド

1.13 1. 134　　　　　　　0. 2L42 0.31

ユージノール系仮着材

(ネオダインEZペースト)

非ユージノール系仮着材

(テンポラリーパック)
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表9　各種額縁材料の熟伝導率測定結果

種　　　　　類 密　度　　　　比　熱　　　　　熱拡散率　　　　　　熱伝導率

×　　　　　　　　　　　　　　　×

20カラット金合金

(20K)

16. 22 0. 163　　　　　　　24. 210　　　　　　　　　64. 01

金銀パラジウム合金

(キンパラ

10. 86 0. 250　　　　　　　25. 220　　　　　　　　68. 47

白金加金

(PGA-21)

15. 64 0. 171　　　　　　18. 465　　　　　　　　49. 38

陶材焼付用金合金

(KIK)

17. 60 工

光重合型硬賛レジン

(セシード)

1. 63 上 0. 53

即時重合レジン

(ユニファーズト)

2.46 1. 623　　　　　　　　0. 128 0.51

エナメル用陶材

(クラバールポーセレン)

2.37 1. 143　　　　　　　　0. 636 工72

デンチン用陶材

(クラバールポーセレン)

2. 40 1. 145　　　　　　　　0. 652 1.79

オペ-ク用陶材

(クラバールポーセレン)

2. 46 工 1. 85

キャスクブルセラミックス

陶材焼付用金合金+陶材

ポーセレン)

綴材料や合着用セメントの熱伝導率の違い,被験歯の解

剖学的違い,すなわち髄角の位置や髄腔の大きさの違い

や支台歯形成後の残存歯質量の違いが考えられる｡

従来より,歯牙硬組織の熱伝導率は,一般に嶺郵薯で

× 10‾　　　　　　　象牙窯で　　×

Kと報吾されている　　　　　　今回,レーザフラッ

シュ法を用いて測定した即時重合レジンの熱伝導率は

×　　　　　　　　で,全部鋳造冠すなわち金銀パ

ラジウム合金の熱伝導率は　　×10】　　　　　で

あった｡両者を比較した場合,即時重合レジンは,象牙

質の熱伝導率に近いことが認められたが,金森パラジウ

ム合金は,克郵空よりも熱伝導率が高く,補綴材料の熱

伝導率の違いが,熱伝導様相を変化させる要因と考えら

れた｡また,実験1では,暫間被覆冠と全部鋳造冠の合

着に使用した合着用セメントが翼なるためそれぞれを比

較したところ,暫間被覆冠の仮着に使用したユージノー

(陶材焼付用金合金:陶材

ル系仮着材の熱伝導率は　　×　　　　　　　　で,全

部鋳造冠の合着に使用したグラスアイオノマーセメント

の熱伝導率は　　×　　　　　　　　であった.グラス

アイオノマーセメントの方が若干高い値を示したもの

の,両者とも象牙賛の熱伝導率と近い値を示し,熱伝導

という点では,グラスアイオノマーセメントとエージ

ノール系セメントは象牙雪に近い熱伝導率を有するもの

と考えられた｡

次に,被験歯の解剖学的違い,すなわち髄角の位置や

支台歯形成後の残存歯空室について検討を加えた.被験

歯の解剖学的違いを知るべく,センサの位置の確認のた

めに撮影したⅩ線から各被験歯の髄角の位置を,また,

レジン系セメント合着後の被験歯を頑舌的に2等分して

製作した切片から残存歯薯量を図形計測プログラムメ

ジャー　　　　にて測定した(表10,図　　　線から

判断すると,髄角の位置は頑舌的,近遠心的には基準軸
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表10　被験歯の切削量および残存歯要義
単位:mm

切削室 と残存歯賛室 平均 S.D .

唆合面 切 削 室 1.51 0.41

残存歯寛室 3.21 0.55

頑 面 切 削 室 つ 0.90 0.08

残存歯質量 つ 2.74 0.19

舌 ､面 切 削 窒 つ 1.07 0.37

残存歯寛量 (P 】C つ 3.26 0.37

とほぼ一致しており,本実験に用いた被験歯間の差はほ

とんどないと患われる｡

また,平均的残存歯質室は,支台歯形成後の唆合面か

ら髄角までの垂直的距離が　　±　　　　で,東面およ

び舌面を通じ大きな差は認められなかった｡これまで,

歯賛削去量が多くなるにしたがって髄腔内濫度変化が大

きくなることが報吾されている2)　　　が,単位削去

室に対する温度変化室は,歯質の状態の違いにより異な

るため明らかにはされていないOまた,加麻により象牙

薯が物聾的あるいは組織学的に変化することが報害され

ており69〃3),残存歯質室の違いや加麻にともない熱伝

導様相が変化することも推測される｡しかし,本実験で

は,被験歯の年齢,大きさを限定し,支台歯形態を塊格

しているため,残存歯空室は,はぼ一定となり熱伝導様

相に影響を及ぼす可能性は少なかったと考えられるo

従来より,濫刺激,冷刺激が歯髄腔に及ぼす影響につ

いて多くの報吾がなされている｡濫刺激が歯髄腔に及ぼ

す影響について　　　ら56)は熱刺激を加えた場合,髄

腔内温度が5. 6℃上昇すると歯髄組織の壊死が認められ

たと報害し　　　　ら55)は歯髄における　　　　の温

度上昇は,毛細血管の透過性を増大させ　　　で血流上

昇　　で血管の透過性が上昇し　　　で赤血球凝集が

起こり, 46℃以上になると血流停止と血栓症のような不

可逆性の変化が起こると報吾している｡また,

ら58)はアマルガムの研磨による温度変化にお

いて,歯髄面での5 ℃の温度上昇は歯髄に許容された最

大温度であると報吾している｡

冷刺激が歯髄腔に及ぼす影響について　　　　　は

以下で歯髄損傷が起こる可能性があると報吾し,

は歯髄温度を　　　以下に下げると,象牙

芽細胞と毛細血管系に演傷が生じることを報吾してい

る｡また　　　　　ら63)は歯髄温度　　以上　　以下

嘆倉面　　A-A′

頬　面　　B-B′

舌　画　　C-C′

残存歯薯室

嘆倉面
顔　面　　P-B′

舌　面　　P-C′

ショルダータイプ

チャンファ-タイプ

図16　被験歯の切削量および残存歯質室

を歯髄組織にとっての危険域と考えていると報害してお

り,濫刺激,冷刺激が許容範囲を越えた場合による歯髄

腔に及ぼす影響は大きいと考えられる｡

濫刺激により歯髄組織に何らかの炎症性反応が認めら

れる温度を　　とした場合,本実験においては,支台歯

形成前では約7秒後,支台歯形成後では約4秒後,暫間

被覆冠仮着後では約7秒後,全部鋳造冠倉着後では約5

秒後に髄腔内温度が5℃上昇した.また,冷刺激により

歯髄組織に何らかの損傷が加わる温度を　　とした場

合,支台歯形成前および暫間被覆冠仮着後は最高で約8

℃の下降を見るにすぎず当該温度に到達することはな

かったが,支台歯形成後では約9秒後,全部鋳造冠合着

後では約10秒後に髄腔内温度が　下降した｡すなわ

ち,支台歯形成後,暫問被覆冠を仮着すると,髄腔内の

熱伝導様相は,支台歯形成前の状態に回復され,外来温

度刺激が髄腔内に与える影響はほとんどないと考えられ

る｡しかし,暫間被覆冠から全部鋳造冠に置き変わる

と,髄腔内の濫度変化は大きくなる傾向があり,急激な

温･冷刺激が長時間加わると,髄腔内に何らかの影響を

及ぼす可能性があるとも考えられる｡

実験1では,支台歯形成前,支台歯形成後,暫間被覆

冠仮着後,全部鋳造冠合着後の4時期の熱伝導様相がそ

れぞれ異なり,支台歯形成後に用いられるセメントや補

綴材料の熱伝導率の違いが熱伝導様相に影響する可能性

が示唆された｡

2)実験2 :各種セメントの違いによる髄腔内濫度変

化

実験1より,支台歯形成前,支台歯形成後,暫間被擾

冠仮着後,全部鋳造冠合着後の4時期の熱伝導様相がそ

れぞれ異なることが判明した｡そこで実験2では,捕綴

物を全部鋳造冠に統一して,各種セメントの違いによる

影響について検討した｡

-　49-



1618 梅原:歯冠補轟処置における歯の熱伝導

□:リン酸亜鉛セメント　　　　×:ユージノール系セメント

○ :グラスアイオノマ-セメント　　　　△ :非ユージノール系セメント

●:カルポキンレートセメント　　　　■:レジン系セメ　ント
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図17　セメントの違いによる髄腔内濫度変化(模式図)

合着後のセメント層は,補綴物との適合性に影響する

だけでなく,熱刺激の断熱効果があることが報吾されて

いる　　セメント合着後の熱伝導様相は,支台歯形成前

の熱伝導様相には回復しないものの,支台歯形成後の熱

伝導様相に比べると,濫度変化が小さくなる傾向にあ

り,本実験結果からもセメント層の断熱効果は著名であ

るoその種類の違いによる髄腔内温度変化の平均値を模

式化したものを図17に示す0本実験結果について, 1秒

ごとにt検定を行った結果,濫刺激を付与した場合,冷

刺激を付与した場合ともに, 10秒間で,リン酸亜鉛セメ

ント,グラスアイオノマーセメント,カルポキシレート

セメント,ユージノール系仮着材,非ユージノール系仮

着材の間では有意な差が認められなかった｡しかし,レ

ジン系セメントは,濫刺激を付与した場合には, 6秒後

までは他の全ての合着用セメントとの間で危険率1 %で

有意差が認められ,リン酸亜由セメントとカルポキシ

表11セメント層の厚さ
単位:〃m

平 均 S .I) .

唆 合 面 78.ll 18.31

額 面 84.ll 21.07

舌 面 79.88 20.17

レートセメントを除く他の合着用セメントとは7秒後か

らしだいに有意な差は認められなくなった｡また,冷刺

激を付与した場合にもレジン系セメントは, 6秒後まで

は他の全てのセメントとの間で危険率5 %で有意差が認

められ, 7秒後から10秒後までの間に,全ての舎着用セ

メントとの間でしだいに有意差は認められなくなった｡

このように.各種セメントの種東の違いによる差や,
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時間が経つにつれてその効果が減少する傾向が現れた原

図として,セメント層の厚さの違いや,各セメントの熱

伝導率の違いなどが考えられる｡

そこで,各種セメント間のセメント層の厚さについて

検討するため,あらかじめ製作した各被験歯の支台歯形

成後の模型上に金属冠を合着し,エポキシ樹脂にて包

痩,頬舌的に中央部で切断しセメント層の厚さを測定し

た(表12)｡本実験に用いた被験歯間のセメント層の厚さ

は,全てのセメントにおいて有意差は認められず,嘆合

面側で　　± 18.　　　東側で　　±　　　　　舌

側で　　±　　〃mで,合着時の浮き上がりやセメン

ト層の厚さによる影響は少なく,同一条件下で実験が行

われたと判断され,セメント層の厚さの違いは,本実験

において熱伝導様相の違いには影響していないと考えら

れた｡

次に,各種セメントの熟伝導率との関係について検討

を加えたo表9に示すごとく,リン酸亜歯セメントの熱

伝導率は　　×　　　　　　　　と最も大きい値を示

し,カルポキシレートセメント,グラスアイオノマーセ

メント,ユージノール系仮着材,非ユージノール系仮着

材,レジン系セメントの服で小さくなることが認められ

たoなかでも,レジン系セメントで合着したものに関し

ては,他のセメントに比べて熱伝導様相が小さくなる傾

向を示しており,これは,レジン系セメントの熱伝導率

が,全てのセメントの中で最も低いことから,他のセメ

ントと差が認められたものと考えられる｡本実験結果と

各種セメントの熱伝導率を比較することにより,セメン

トの熱伝導率が,熱伝導様相に大きく関与していると考

えられた｡

3)実験3 :補緩材料の違いによる髄腔内濫度変化

(1)定常刺激付与時の髄腔内濫度変化

実験3では,切削量を一定にし,セメントをグラスア

イオノマーセメントに統一して,補綴材料を変化させた

場合の髄腔内濫度変化様相の違いについて検討した0

本実験結果について, 1秒ごとにt検定を行った結

果,濫刺激,冷刺激を付与した場合ともに,全部鋳造冠

と支台歯形成前の問では危険率1 %で有意差を認めた

が,硬賛レジンジャケット冠と陶材焼付鋳造冠は支台歯

形成前との間で有意差を認めなかった｡また,全部鋳造

冠は,硬賛レジンジャケット冠との間で危険率1%で有

意差を認め,陶材焼付鋳造冠との問では6秒後までは危

険率1%で, 7秒から9秒後までは危険率5%で有意差

を認めたが10秒後には有意差を認めなくなった｡硬繋レ

ジンジャケット冠と陶材焼付鋳造冠の間では有意差は認
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められず,硬質レジンジャケット冠あるいは陶材焼付鋳

造冠で修復した場合,支台歯形成前の熱伝導様相に近づ

く傾向が認められた｡

このような傾向が認められた原因として,支台歯形態

が実験1,実験2と異なることや,各種緩材料の熱伝導

率が異なることなどが考えられる｡まず,支台歯形態に

関しては,本実験では,ショルダータイプとチャン

ファータイプの2種を設定した｡特に実験3では,支台

歯形態は全周　　　のショルダータイプと設定してい

るため,全部鋳造冠においては臨床上の支台歯形態すな

わちチャンファータイプのものに比べ,実際の熱伝導様

相が異なる可能性がある｡そこで,実験3の支台歯形態

と実験1および実験2の支台歯形態で待られた結果につ

いて比較した｡平均値ではショルダータイプの方が若干

高い傾向にあるが, t検定を行った結果,チャンファー

タイプと比較して,支台歯形成後の熱伝導様相に有意な

差は認められなかった｡しかし,支台歯形態の違いによ

り,残存歯薯室が異なるため,熱伝導様相が変化するこ

とも推測される｡軸面テーパー度と唆合面削去量との関

係について,高橋ら27'は,軸面テーパー度の増加より

も,唆倉面削去量を増加させたときの方が歯髄腔内温度

は大きくなると報告している｡また,軸面テーパー度の

大小と不快症状発生率について,塩沢ら2)は軸面テー

パー度の大小と不快症状発生率とは直接結びっかず,支

台歯の術前の状態が関与すると報告している｡本実験の

ショルダータイプの支台歯形態は,チャンファータイプ

に比べ,軸面のみ変化しており唆合面の切削量が一定で

あることから,刺激方法にもよるが,熱伝導様相に大き

な差異は認められなかったものと考えられる｡

こうしたことを考慮すると,補轟材料の達いによって

髄腔内温度に差が認められた原図は,実験2と同様,各

種緩材料の物性とくに熟伝導率が影響している可能性が

大きいと考えられる｡表10に示すごとく,今回用いた全部

鋳造冠すなわち金敢パラジウム合金の熱伝導率は

×10一　　　　　　で,克瑚要の熱伝導率　　×

象牙質の熟伝導率　　×

10)　　　と比較して,非常に高い値を示した｡一

方,硬繋レジンジャケット冠すなわち硬賛レジンジは

×　　　　　　　と象牙嚢の熱伝導率に近い値を

示した｡陶材焼付鋳造冠すなわち陶材焼付用金合金に陶

材を焼盛したものは　×Ⅱ｢　　　　で,陶材と

比較して若干高い値を示したが,これは金属と陶材の割

合が1 : 1であり,実際の捕経物は陶材の焼付範園にも

よるが,熱伝導率は陶材に近似することが推測される｡
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このように補轟材料の違いにより髄腔内の熱伝導様相に

違いが認められたことは,歯賛が熱伝導性の違う捕綴材

料によって置き換えられたことによる影響が強いものと

考えられた｡

また,近年の歯科材料の発展はめざましいものがあ

り,セメントや覇緩材料も年々改良され,その数も非常

に多くなっている｡例えば,今回測定したキャスクブル

セラミックス　　の熱伝導率は　　　×

と陶材の中でも小さい値を示しており,熱の遮断性とし

ては非常に優れたものと考えられる｡

以上より,定常刺激を付与した場合,捕緩物の違いが熱

伝導様相に及ぼす影響は,補綴物の種類とくにその使用材

料の熟伝導率が大きく関与していることが示唆された｡

(2)非定常刺激を唆合面から付与した場合

口腔内では,口唇,舌,口腔粘漠,唾液,歯および歯

周組織に吸収され温度が変化するため,定常刺激に加え

非定常刺激を付与し検討を加えた｡

非定常刺激を唆倉面から付与した場合の実験結果につ

いて｢1秒ごとにt検定を行った結果,濫刺激,冷刺激を

付与した場合ともに,全部鋳造冠と支台歯形成前の間で

は5秒後から危険率1 %で有意差を認めたが,梗聾レジ

ンジャケット冠と陶材焼付鋳造冠は支台歯形成前との間

で有意差を認めなかった｡また,濫刺激を付与した場合,

全部鋳造冠は,硬質レジンジャケット冠との間では,

5秒後から危険率5%で, 7秒後からは危険率1%で有

意差を認め,陶材焼付鋳造冠との間では5秒後から6秒

後までは危険率5%で, 7秒から10秒後までは危険率

1%で有意差を認めた｡硬薯レジンジャケット冠と陶材

焼付鋳造冠の間では有意差は認められず,硬質レジン

ジャケット冠あるいは陶材焼付鋳造冠で修復した場合,

支台歯形成前の熱伝導様相に近似する傾向が認められ

た｡

このような傾向を,定常刺激を付与した場合の熱伝導

様相と比較してみると,濫度変化は少ないものの,熱伝

導様相には,同様の傾向が認められた｡

非定常刺激を付与した場合の濫度変化が,定常刺激を

付与した場合と比較して少なからた原因として,刺激を

付与した単位面積が小さいことや刺激材料の熟拡散が大

きい一過性の刺激であったことが考えられる｡その結

果,反応する髄腔内濫度変化に違いが認められたものと

考えられるが,熱伝導様相は,定常刺激を付与した場合

と同様の傾向を示しており,補綬材料を変化させること

によって,それぞれの熱伝導様相が違うことが示唆され

た｡

(3)非定常刺激を額面から付与した場合

非定常刺激を額面から付与した場合の実験結果につい

て, 1秒ごとにt検定を行った結果,全部鋳造冠と支台

歯形成前の間では危険率1 %で有意差を認めたが,硬賛

レジンジャケット冠と陶材焼付鋳造冠は支台歯形成前と

の間で有意差を認めなかった｡また,全部鋳造冠は,硬

賛レジンジャケット冠との問で危険率1%で有意差を認

め,陶材焼付鋳造冠との間では5秒後から危険率5 %で

有意差を認めた｡硬賛レジンジャケット冠と陶材焼付鋳

造冠の間では有意差は認められず,硬賛レジンジャケッ

ト冠あるいは陶材焼付鋳造冠で修復した場合,支台歯形

成前の熱伝導様相に近づく傾向が認められた.このよう

に非定常刺激を額面から付与した場合の熱伝導様相は,

唆合面から付与した場合の熱伝導様相と同様の傾向を示

し,補蔵物の種類の達いが熱伝導様相に影響すると考え

られた｡

また,非定常刺激を唆合面から付与した場合の温度変

化の平均値は,額面から付与した場合に比べ若干低くな

る傾向が認められた｡このように,刺激を付与した部位

による熱伝導様相に変化を与える園子として,象牙編管

の影響や残存歯賛室の違いが考えられる｡しかし,本実

験結果についてt検定を行った結栗,付与した部位によ

る有意な差は認められず,細管の走行や残存歯賛量の違

いによる影響は,今回の実験では認められなかった｡

以上より非定常刺激を付与した場合,補額物の違いが

熱伝導様相に及ぼす影響は, 4秒後まで補緩物の違いに

よる東署な温度変化は認められなかったが, 5秒後から

は定常刺激を付与した場合と同様に補額物の種幾によっ

て異なり,全部鋳造冠に比べ,硬窯レジンジャケット冠

や陶材焼付鋳造冠は,支台歯形成前の熱伝導様相に近づ

くことが示唆された｡

結　　　　　論

天然歯と歯冠捕綴処置との熱伝導様相の違いを把擾す

る目的で,熱伝導という観点から,支台歯形成前,文台

歯形成後,暫間被覆冠仮着後,全部鋳造冠合着後の熱伝

導様相を被験歯髄腔内より捕らえ,それぞれの熱伝導様

相について検討を行った｡また,各種セメントの違いに

よる影響について,リン酸亜鎗セメント,グラスアイオ

ノマーセメント　カルポキシレートセメント,レジン系

セメント,ユージノール系仮着材,非ユージノール系仮

着材の6種のセメントを用い,それぞれの熱伝導様相に

ついて検討を行った｡さらに,歯冠補轟物の違いによる

影響について,全部鋳造冠,硬賛レジンジャケット冠,
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陶材焼付鋳造冠の3種の補綴物を用いそれぞれの熱伝導

様相について検討し,考察した結果,次のような結論を

得た｡

工　支台歯形成からセメント合着後の髄腔内温度変化

濫刺激,冷刺激ともに,支台歯形成前の髄腔内濫度変

化が最も小さく,暫間被覆冠仮着後,全部鋳造冠合着

級,支台歯形成後の順で髄腔内の温度変化が大きくなる

変化様相が認められた｡

2.各種セメントの違いによる髄腔内温度変化

混刺激,冷刺激ともに,リン酸亜鉛セメント,グラス

アイオノマーセメント,カルポキシレートセメント,

ユージノール系仮着材,非ユージノール系仮着材の間で

は熱伝導性に有意な差は認められなかったが,レジン系

セメントは他のセメントと比較して,熱伝導様相が支台

歯形成前の状態に近づく傾向が認められた｡

3.額縁材料の違いによる髄腔内温度変化

1 )定常刺激付与時の髄腔内温度変化

濫刺激,冷刺激ともに,支台歯形成前の髄腔内温度変

化が鼻も小さく,硬賛レジンジャケット冠,陶材焼付鋳

造冠,全部鋳造冠の順で髄腔内の温度変化が大きくなる

結果を示した.また,硬繋レジンジャケット冠と陶材焼

付鋳造冠の温度変化傾向は支台歯形成前と近似する傾向

が認められた｡

2 )非定常刺激付与時の髄腔内温度変化

温刺激,冷刺激ともに,定常刺激を付与した場合と同

様の結果を示し,硬賛レジンジャケット冠と陶材焼付鋳

造冠の温度変化傾向は支台歯形成前と近似する傾向が認

められた｡

3 )刺激を付与した部位による髄腔内温度変化

非定常刺激を唆合面および額面から付与した結栗,刺

激を付与した部位の違いによる有為な差は認められな

かった｡

4.各種セメントと補音材料の熱伝導率を測定し,比較

検討した結果,定常刺激を付与した場合,非定常刺激を

付与した場合ともに,それぞれの熱伝導率の違いが熱伝

導様相に大きく関与していることが示唆された｡

以上により,我々が臨床上,塗活歯に応用する合着用

セメントは,まず化学的刺激がなく,適合性の良いもの

を選択すべきことは言うまでもないが,熱伝導と言う観

点から,捕綴歯が天然歯に近づくためには,倉着用セメ

ントの熟伝導率が小さいものを選択する方が効果的であ

るといえよう｡また,今後,材料の進歩とともに,切削

室を可及的に少なくし,機能的かつ審美的な歯冠捕綴を

行うためには,使用される補轟材料が,機能に耐え待る

強度と適合性,ならびに審美性を備えるのみならず,熱

遮断効果の期待できるものが望ましいと考えられた｡
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稿を終わるに臨み,始終櫛懇篤なる櫛指導を賜った恩師歯科

補綴学第二講座主任故羽生通夫教授に深甚なる謝意をあらわ

し,本研究に対し櫛指導御助言を戴いた鷹番　好教授に深謝す

るとともに,御援助,櫛協力くださった同講座倉藤文明助教授

ならびに講座研究貢各位に厚く櫛礼申し上げます｡さらに種々

の翻助言,御協力を賜った住井俊夫教授をはじめとする歯科裡

工学教室員各位,理学電気株式会社･牟田史仁氏に深謝致しま

す｡
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｣　ね　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　　　　-

Prosthetic appliance-Thermal conductivity.

This experiment compared patterns of thermal conduction in natural teeth and prosthetic

つ　　　　　　　　　　　　　.　　･　　　　　　　つ　　　　　¢

inserted through the root apex into the pulpal cavity of first mandibular premolars extracted

as part of orthodontic treatment from subjects aged 12-15. The test teeth were stored in a

thermostat at 37℃　and subjected to hot and cold stimuli. Changes in temperature were

measured over a period of 10 seconds.

仁67℃

℃

coolant spray used in pulpal diagnosis).

The crowns of the test teeth were subjected to steady-state stimuli, and the occlusal and

buccal surfaces were subjected to variable-state stimuli.
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Second, effects on thermallOnduction patterns of 6 dental cements (zincIPhosphate cement,

glass ionomer cement, polycarboxylate cement, resin cement, zinc-oxide eugenol paste, and

zinc-oxide non---eugenol paste) were evaluated. Third, to assess effects on different prosthetic

appliances, thermal-conduction patterns were measured in 3 kinds of appliances (complete

,　　　･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　･OWn上

Results

l･ Intrapulpal temperature changed throughout the period from crown preparation until

after cementation (steady-state simulation).

Naturalteeth demonstrated the smallest thermal-conduction patterns when subjected to

both hot and cold stimuli･ Patterns increased after temporary cementation of the temporary

crown, after cementation of the complete cast crown, and after preparation, in that order.

､　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　､

stimulation )

In cases of both hot and cold stimulation, no slgnificant differences in thermal-conduction

､･　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,　　　　　　　　　　　　　上

cement, zincl0Ⅹide eugenol paste, and zincl0Ⅹide non-eugenol paste. Thermal-conduction

patterns exhibited when resin cement was used, however, tended to resemble those of natural

teeth more closely than patterns produced with other cements.

3･ Intrapulpaltemperature changes in cases of various prosthetic appliances (steady-state

stimulation )

1) Intrapulpaltemperature changes with steady-state stimulation.

In cases of both hot and cold stimuli, natural teeth exhibited the smallest thermalconduc-

-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト

crown and the complete cast crown, in that order.Temperature variations in the cases of the
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hard-resin facing crown and the metal-ceramic cast crown tended to be similar to those

occurring ln natural teeth.

2) Intrapulpaltemperature variations with variable-state stimuli.

In the cases of both hot and cold stimuli, results were similar to those obtained under

一　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　円　　　　　　　　　､

metal-ceramic cast crown tended to resemble those of natural teeth.

3) Intrapulpal temperature variations in relation to the surface (variable-state stimulation)

Varying the surface to which stimuli were applied (occlusal or buccal) produced no

slgnificant differences.

4･ Results of measuring thermal condutivity of dental cements and prosthetic appliances

suggested that, in cases of both steady-state and variable-state stimulation, differences in

ト
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