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クラウンブリッジ　最近のトピックス

3.日常臨床における歯科材料への接着(2)

前裳　の修理法

佐　藤　　　早　　相　原　一　之　　二　穂　乙　暁

太　宰　三　男　　腰　原　　　好

東貢歯科大学歯科補綴学第二講座

臨床ノート

1.はじめに

審美修復が求められる現在の臨床では,歯科用

セラミックスとレジンなど歯冠修復材料の破折-

の対応が求められている｡

前装部破折の原因の多くは,口腔内で機能時に

加わる応力や使用する材料の機械的性質などの考

慮が不足した設計である｡したがって破折の原因

となる要素を除去し,冠を外して作り置すのが原

則であろう｡しかし多数歯にわたるブリッジの一

部が破折した場合,患者の希望で早急に対処しな

くてはならない場合,破折の原因が局所的ではっ

きりしており再作製しなくともその原因を除去で

きる場合など,修理するほうが得策あるいは修理

しなくてはならない場合など臨床にはさまざまな

ケースがある｡

前回,ポーセレンプライマーおよび金属プライ

マーの接着メカニズムと使用のポイントを説明し

たが,現在の接着の手技は,この歯科用セラミッ

クスと無機賛フィラーを含むすべてのレジンにも

有効なポーセレンプライマーと金属プライマーと

を組み合わせることにより,審美的補綴材料のセ

ラミックスや硬質レジンの修理が有効に行えるよ

うになってきている｡

今回は実際の修理方法について説明する｡

2.前装冠の破折状況の把産

前装冠の破折を主訴として来院した患者に対し

ては,まず修理方法を考慮した破折の状況を把握

することが必要である｡

破折面の状況(図1)として,大きく分けて①破

折面のほとんどに金属が露出している場合, ②破

折面が金属と前装材料と半分ずっの場合, ③破折

面のほとんどが金属の露出なく前装材料である場

合,を判別するO　また同時に破折片の状況(図2)

として,破折片があるか,ないか,あった場合破

折面に再現することが出来るかどうかを判断す

る｡破折片が大きく再現できる場合は破折片を利

用し再装着をするが,多くの場合破折郭にコンポ

ジットレジンを築盛することになる｡

3.破折面のほとんどに金属が露出している場合

の修理法

破折面のほとんどに金属が露出していて破折片

で再現できる場合,あるいは破折片がなくても修
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前装冠修理1.破折状況
ほとんどが金属面で破折

金属面-金属接着性プライマー

陶材破折面と金属が半分づつ

∴二､:∴　∴
ほとんどが陶材破折面

前装冠修理　2.破折片

接着レジン　　　,破折片内面に
シランカップリング剤

コンポジットレジン

築成

破折片がある

(再筑できる)

破折片がない

陶材面_シランカップリング剤{ー

図1　前装冠修理法の概略図(破折面の状況)

図3　前装部すべてが剥離し金属面が霧出した症
例(術前)

理する前装部分と同様な形態のシェル(ラミネー

トベニアクラウンのような)を作製した場合は,

破折片(前装部分)をもうII-度再装着する修理方法

を行う｡この場合は金属面の接着を中心に考え,

修理を行う｡まず清掃と接着効果の向上をさせる

ためにリン酸にて破折面の処理を行ったのち,金

属面の処理を金属接着性プライマーにて行う.一

方破折片内面は,破折面と同様にリン酸で処理を

行ったのち,ポーセレンプライマーにて処理を行

う｡このようにして破折面の金属面処理,破折片

の内面処理を行ったのち接着性レジンセメントや

低粘性のコンポジットレジンにて装着を行う(図

○

破折面のほとんどに金属が露出しているが破折

片がない場合,破折部をコンポジットレジンにて

回復修理することになる｡まず金属商の処理を前

2

図2　前装冠修理法の概略図(破折片の状況)

図4　前装部すべてが剥離し金属面が露出した症
例(破折片にて修理後)

記と同様に行ないコンポジットレジンを築盛する

のが蓋本であるが,このとき金属色の透過を避け

るためにオペ-クレジンか接着性レジンセメント

のオペ-ク効果のあるものをまず金属面に一層築

盛し,そののちコンポジットレジンを築盛し形態

の回復を行う｡

このような金属面が多く露出するような破折の

場合,唆合などの一般的原図の他に,前装材料築

盛時の金属と前装材料の接着に問題があった可能

性があり,同時期に作製,装着した補綴装置にも

破折がおこる可能性があることも考慮しておかな

くてはならない｡

4.破折面に金属と前装材料面が半分ずつ乗出し

ている場合の修理法

このような場合,金属面と前装材料面との両方
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に対する接着を考慮した修復方法を行う｡

破折片がある場合,まずリン酸にて修理面全体

(金属,前装面の両方)の清掃,処理を行う｡その

後まず金属画に対し金属プライマーの処理を,前

装材料面にはシランカップリング剤を含んでいる

ポーセレンプライマーの処理を行う.できるだけ

それぞれの面に限局した処理を行うことが望まし

いが臨床においてはなかなか難しいため,接着性

を考慮すると金属プライマー,ポーセレンプライ

マーの順で処理したほうがよいと我々は考えてい

る｡破折片内面には前装材料と同様,リン酸にて

清掃,処　を行いポーセレンプライマーの処理を

行った後,破折片を接着性レジンセメントや低粘

性レジンを使用して接着させる｡破折片のオペー

ク層の大きさ,厚さによっては光重合タイプの接

着材料が適さない場合があるので往意をする｡破

折片がない場合(図　　　　リン酸にて修理面全

図5　破折面が金属とポーセレンが半分ずつであ
る症例(術前)

図6　破折面全体を燐酸で処理後,水洗乾燥を行う

3
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体(金属,前装面の両方)の活拓,処理を行った

後,前記のように金属色の透過を避けるためにオ

ペークレジンか接着性レジンセメントのオペ-ク

効果のあるものをまず金属血に一層築盛し,その

図7　金属部のみに金属プライマーを塗布する

図8　金属色を遮断するため,金属面にオペ～ク
レジンを築感する

図9　破折部のポーセレン面にポーセレンプライ

マーを塗布する
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のちコンポジットレジンを築盛し形態の回復を行

う｡使用するプライマー,レジンによっては金属

色遮断のオペ-クの修復を施した後,ポーセレン

プライマーの処理を全体に行ってもよい｡

図10　破折部にコンポジットレジンを築盛する

図11築盛したコンポジットレジンを形態修正,

研磨する

図12　唆合のチェックを確実に行う(破折部の唆
合は若干弱めが望ましい)

4

5.破折面のほとんどに前装材料面がjFg出してい

る場合の修理法

このような場合,破折面は破折片の有無にかか

わらずリン酸にて清掃,処理を行い,ポーセレン

プライマーにて処理を行う｡破折片がある場合,

破折片内面にも破折面と同様の処理を行い接着

性レジンセメントや低粘性レジンを使用して接

着させる｡破折片がない場合コンポジットレジ

ンコンポジットレジンを築盛し修理を行う(図13

-16)0

6.修理時の共通注意事項

①　前装部の修理は接着を中心に行われる｡口腔

内で接着を確実に行うためには水の影響を極力

避けなくてはいけない｡防漫に庄意して修理の

操作を行うことが重要である｡

図13　破折面がすべてポーセレンの症例

図14　破折面がすべてポーセレンの症例(側方運
動時)
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図15　破折部をコンポジットレジンにて修理を完了
する

図16　破折部をコンポジットレジンにて修理を完了
する(側方運動時)

②　金属表面処理を行う金属プライマーの被膜厚

さは薄いが,ポ-セレンプライマーは比較的被

膜厘さが厚くなる場合があるため,プライマー

処理後破折片が元の位置に戻らなかったりプラ

イマー層が厚く目立ってしまうことがある｡プ

ライマ-塗布後は厚さが薄くなるよう軽くエ

アーブローすることを心がけることが望まし

い｡

③　破折片を使用して前装部の修理を行う場合,

破折片をしっかり圧接することはもちろんであ

るが,コンポジットレジンなどを築盛する場合

も金属面および前装由にコンポジットレジンを

しっかり圧接することが接着を確実に行うため

5
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重要である｡

④　破折由-のコンポジットレジンの築盛は築盛

量にもよるが　　塊として形態を整えるのでは

なく光重合を完全におこなえるよう積層してい

くことが望ましい｡またコンポジットレジン築

盛の際には気泡が入らないよう庄意する必要が

ある｡

⑤　すべての修理法において確実に唆合調整を行

う｡破折部は唆頭荻舎位より側方,前方運動時

に過度な応力がかかっていた可能性もあり,

色々な方向で滑走運動を行ない唆合のチェック

を行う必要がある｡

⑥　破折面および破折片をリン酸にて前処理する

ことは,接着性の向上に非常に有効である｡ -

方破折面の機械的蕨合を向上させるためタービ

ンバーやカーボランダムポイントなどで面処理

を行ってもよいが,口腔内で使用できるサンド

プラスター(図17)を用いて被着商処理を行うこ

とも一法である｡

図17　口腔内で使用するサンドブラスタ
(アドアブレーダー)

7.まとめ

前装冠の修理はポ-セレンにおいても硬質レジ

ンについても同様な方法を用いて行える｡前述の

ように修理はあくまでも修理であるが,確実な処

理,操作,唆舎調整などを行えば愚者さんの要求

に答えられる修理が行えると考える｡


