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カ ラ ー ア ト ラ ス の 解 説

背景

歯冠部に十分な維持が確保できる場合，コンポ
ジットレジンのみで支台築造可能なこともあるが，
根管部に維持を求めるには既製ポストが必要であ
る。西村の調査では1995年に市販されていた既製ポ
ストは全て金属製であり，ステンレス鋼，コバルト
クロム合金，ニッケルクロム合金，チタン合金，金
合金が用いられていた1)。しかしこれら金属材料の
弾性係数は象牙質と比較して高く，重篤な歯根破折
を招く恐れがあることから代替材料の開発が求めら
れた2－4)。

保険収載されたファイバー強化型
コンポジットレジンポスト

その後ジルコニアポストやカーボンファイバーポ
ストなど金属代替材料が検討されてきたが，その中
でもガラス繊維を用いたファイバー強化型コンポ
ジットレジンポスト（ファイバーポスト）は従来用
いられていた金属材料よりも弾性係数が低く，また
審美性に優れているという特徴を持つ。さらに2015
年10月に中央社会保険医療協議会にて C２区分（新
機能・新技術）として「ジーシーファイバーポス
ト」が承認され，2016年１月からファイバー併用レ
ジン支台築造が保険算定可能となったことから汎用
されている。保険収載材料である特定保険医療材料
としての「ファイバーポスト 支台築造用」の定義
は，図１の①から⑤のいずれについても該当するこ
ととされている。日本補綴歯科学会によると2016年
６月での保険適用のファイバーポストはジーシー
ファイバーポスト（ジーシー)，ジーシー ファイ
バーポスト N（ジーシー)，MI コア ファイバー
ポスト（ジーシー)，ファイバークリア ポスト４
X・テーパータイプ（ペントロン ジャパン)，ホワ
イトポスト（デントレード)，ビューティコア ファ
イバーポスト（松風)，トクヤマ FR ポスト（トク
ヤマデンタル)，グラシスアドバンス（歯愛メディ
カル)，リライエックス ファイバーポスト（スリー
エムジャパン）の９種類であったが，2020年４月の
時点では20種類近くに上る。

ファイバーポストの観察

本稿では保険収載されている４種類のファイバー

ポスト（表１）について観察した。図２にファイ
バーポストの外観を示す。各ファイバーポストは断
面観察のため，アクリルレジン包埋後に低速精密切
断機を用いて切断した。切断後，耐水研磨紙を用い
て研磨した。すべての試料は Au-pd 蒸着をした後
に走査型電子顕微鏡で観察した。図３に各ファイ
バーポスト断面の走査型電子顕微鏡像（500倍）を
示す。本稿ではすべて直径1.6 mm のファイバーポ
ストを用いたが，ガラス繊維（ファイバー）の直径
は製品によって異なった。保険収載の要件にガラス
繊維を68％以上含有するとあることから，いずれの
ファイバーポストもこの条件を満たしていると考え
られる。しかしファイバーの分布は均一ではないこ
とが確認された。

図４に各ファイバーポスト側面の走査型電子顕微
鏡（300倍）を示す。ファイバーポスト表面はレジ
ン成分だけではなく，ファイバーが露出している部
分（矢印）も存在した。ファイバーポストは既製で
あり，根管に適した形態にするためにはコンポジッ
トレジンが必要である。よって多くのファイバーポ
ストが，ファイバーとレジン成分との化学的結合を
目的としたシランカップリング処理を推奨してい
る。一方，ファイバーを網目状に走行させコンポ
ジットレジンとの機械的嵌合力を期待した製品も開
発されている。ファイバーポストとコンポジットレ
ジンで作製した支台築造体を根管に合着し引抜き力
を付与すると，ファイバーポストとコンポジットレ
ジン間で破壊が起きたとの報告があることから，コ
ンポジットレジン間との強固な維持に繋がる更なる
改良が期待される5)。
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① 薬事承認または認証上，類別が「医療用品⑷整形用品」であり一
般名称が「歯科根管用ポスト成形品」または「歯科根管ポスト成
形品キット」であること

② ガラス繊維を68％以上含有し,曲げ強さが700MPa 以上であること
③ 先端部がテーパー形状であり，光透過性およびアルミニウム２

ｍｍ相当以上のエックス線造影性を有すること
④ １本が１根管相当分の規格であること
⑤ 支台築造に用いる合釘であること

図１ 特定保険医療材料としての「ファイバーポスト 支台築造用」の
定義

表１ 保険収載されているファイバーポスト

製品名 製造会社 略号

ジーシーファイバーポスト ジーシー GCF
リライエックスファイバーポスト スリーエムジャパン MRX
トクヤマ FR ポスト トクヤマデンタル TKF
ビューティコアファイバーポスト 松風 SHB
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図２ ファイバーポスト外観（左から
GCF，MRX，TKF，SHB）

図３ ファイバーポスト断面の査型電顕微鏡像
（上段左：GCF 右：MRX，下段左：TKF

右：SHB）

図４ ファイバーポスト側面の査型電顕微鏡像（矢
印：ファイバー）
（上段左：GCF 右：MRX，下段左：TKF

右：SHB）
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