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*　　　　　7

歯冠補緩物を合着した後の合着材の状態を観察する研

究は,これまで多方面で行われている　　すでに合着

材の強度に関しては多く幸匡吾されているが,静的放置後

の強度試験が主体である　｡一般に歯冠捕枝物は装着

された後,長斯にわたってその機能を営むことが要求さ

れるため,合着材(接着性レジンセメントを含む)は長期

の使用に耐えうる機械的強度と,合着力(接着力)が要求

される｡しかもその強度は,半永久的に持続することが

望ましい｡さらに,合着材は口腔内において.様々な刺

激が加わる過轄な条件下にある｡したがって,静的な負

荷で行われた実験よりむしろ,動的負荷による耐久性や

疲労などを考慮した動的試験による評価が金蔓的と考え

られる｡動的試験法による研究は,まず合着材の特性か

*本論文の要旨は第236回東京歯科大学学会例会(平成元
年3月　　千葉),第84回日本補緩歯科学会学術大会
(平成2年10月27日,大阪)において発表した｡

ら耐久性を検討したものと　　　実際に金型や模型に

クラウンを合着させて特性を検討したもの　　に大別

できる｡また,この種の研究は口腔内環境を想定した漫

潤環境のもと,機械的刺激,化学的刺激,濫度的刺激な

どの負荷を加え検討がなされることが多い.特に濫度的

刺激としては恒温水槽中長期保存や4 ℃と60℃のサーマ

ルサイクルを付与する方法などが一般的で,その評価も

現在までにほぼ-定した見解に達している.また,化学

的には　　　　　の　　　　　　　　　　法

などにより耐顧蝕性や溶解性に加え,辺縁の封蹟性など

が検討されている｡また機械的刺激として磨耗試験や破

壊試験などが行われているが,単純な機械的刺激による

ものが多い｡しかし, E]常的な唄噛運動や唆合接触は反

復運動であり,繰り返し衝撃荷重による評価が合理的と

思われる｡しかし,現在ではコンポジットレジン充壊材

の耐久性の検討　　が僅かにみられるだけで,合着材に

対して検討を加えた研究はほとんどない｡

そこで,著者はまず繰り返し衝撃荷重試験機を試作し
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た｡そして,この装置を用い, 3種の合着材で合着した

支台金型と実験用クラウンに繰り返し衝撃荷重を負荷し

検討を加えた｡また同様にサーマルサイクルによる温度

的刺激を負荷し,合着力測定と色素の浸入状態の双方か

らセメント層に及ぼす影響に関して検討を行った｡

実　験　方　法

実験1.繰り返し衝撃荷重が合着力および色素浸入へ

及ぼす影響

図1に実験1, 2のブロックダイヤグラムを示す｡ス

テンレス製金型支台と実験用クラウンを各種合着材で合

着後試料としたoその試料に繰り返し衝撃荷憂試験機に

て勤的負荷を与え,色素浸入試験後,引張り試験を行い

合着力を刺定し,あわせて色素浸入状況を観察した｡ま

た,同様の試料にサーマルサイクルの濫熱的負荷を与え

比較検討した｡

1)合着材

合着材は表1に示す｡リン酸亜鉛セメントとしてエ

リートセメント　　ジーシー社製:以後ELと略す),

接着性レジンセメントとしてリン酸エステル系のパナビ

アEX(クラレ社製:以後PEと略す)と　　　　　　系

のス-パーボンド　　　サンメディカル社製:以後S

Bと略す)の計3種とした｡

実験に用いた各種合着材の練和,混和条件はメーカー

指示の条件に従いELはクールトロン(デントロニクス

社製)を用い,練板温度を18℃に設定し　　　塊格4

分割法にて練和した｡ P Eは付属の紙練板を用いて90秒

間練和した｡またSBは冷却したグッペングラスで混和

したものを用いた｡

2)支台,クラウンおよび試料

図1　実験1, 2のブロックダイヤグラム

表1　実験に使用した合着材

種 瓶 商 孟 名 メ- カ} 略号

リン酸 エ リ】 ト
､11 ､ンi ン- E L

亜 gDtセメ ン ト セメント100

リン酸エステル系

レジ ンセメ ン ト
パナビアE Ⅹ クラレ P E

系 ス} パ { ボンド サン
S B

レジ ンセ メ ン ト C & B メディカル

使用した金型支台および実験用クラウンを図2に示

す｡金型支台は旋盤加工で作製したステンレス製で,支

台歯形態は高径　　　　テーパー片側6. 0度,唆合面直

径　　　の円錐台形で全周囲ナイフエッジタイプとし

た｡また,金型支台に合着されるクラウンも旋慮加工で

作製し,全周囲に引張り試験を行うために幅3.0mmの

ツバ状の突起を付与した｡なおクラウン内面と金型支台

の表面粗さは同一で,中心線平均粗さ　　は　　　で

ある｡クラウンと金型支台の適合状態は試適時に軸面の

みに全盾　　　間隙を付与し,唆合面部には見かけ上セ

メントスぺ-スがないように設定した｡これをセメント

スペース0とした｡

3)合着操作

練和および混和を終了した合着材をただちにクラウン

内面に溝たし,垂　方向に手圧を15秒間加えた後,速や

かに定荷重圧縮試験機に設置し,合着荷重として

の荷重を15分間加え合着した｡なお,棟和終了後の合着

材をクラウンに満たし,手圧を15秒間加えるまでの一連

の操作を30秒で行うよう塊定した｡

また,合着に際しては,図3に示す佐藤24)が考案した

合着専用治臭を使用した｡クラウンの圧接方向に関して

は,合着時の偏位を避け,支台とクラウンとの間隙が全

図2　金型支台および実験用クラウン

2　-
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周にわたって均-になるように支台中央とクラウン中央

を一致させ,垂直方向に装着できるようにしたものであ

る｡しかも,合着にあたりあふれ出した余剰合着材は,

定荷重圧縮試験機に保持したまま,乾燥綿球にて拭き取

り完全硬化を待ったoただし, PEは拭き取り操作直後

に,付属の空気遮断剤(オキシガード)を切縁全周に塗布

し硬化を促した｡合着操作はすべて23± 2℃, 50± 5%

の恒温恒温環境下で行った｡合着操作終了後1時間大気

中に放置した後　　　水中に24時間保存後,各々の条件

にて負荷を加えた｡

4)繰り返し衝撃荷重試験

(1)繰り返し衝撃荷重試験機について

試作した繰り返し衝撃荷重試験機を図4に示す｡本機

はセッティングテーブル,コントロールユニット,試験

機本体から構成されている｡本実験の衝撃荷重は落下運

動のみで最大落下距離　　　である｡荷重機構の上下ス

トロークはモーターからゴムベルトで上下ストローク用

カムシャフトに伝達され,上下ストロークスライドシャ

フトに設けられているカムを回転させ,落下主軸を自由

落下させる機構である｡また,言式料を水中浸積のまま実

験が可能であり,容量　　　　水槽中に試料ホルダーが

設置され,水槽中には　　　　　まで水濫調節可能な石

英投入型ヒーターおよびセンサも組み込まれているo

荷重は　　　　　　　までの範囲で　　　間隔で分銅

にて調節可能である｡また,落下距離は試料植立の際に

セッティングテーブルにより規定することができる｡

(2)衝撃荷重負荷条件について

実験1, 2の荷重条件を表2に示す｡落下距離を10

mmとし,荷豪　　で自由落下させた｡打突部の形状

は直径5mmの球形とした｡繰り返し衝撃荷重回数は0

回　　　　回　　　　回の3条件とし, 37℃の水中に設

定されたクラウンの唆合面都中央を打突するように植

図3　合着専用治異

93, No. 2 (1993)

図4　繰り返し衝撃荷重試験機(試作)

上:セッティングテーブル

中:コントロールユニット

下:試験機本体

立した｡繰り返し衝撃荷重のサイクルは45回/分とし,

水中浸漬時間は3条件とも同-とした.すなわち,

回の場合,約11時間の試験時間が必要であるた

め, 0回　　　　回の場合も実験を開始してからも同じ

ように約11時間　　の水中に浸漬しておいた｡

5)サーマルサイクル負荷条件

温熱刺激の影響についても考慮するため,繰り返し衝

-　3
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表2　実験1, 2の実験条件

荷　　　　　　重

荷重サイクル:45回/分

荷　重　画　数: 0回　　　　回　　　　回

落　下　距　離:

サーマルサイクル　　　-　　各1分係留　　　回)

撃荷重試験とは別にサーマ)/Lサイクル試験を行ったo本

試験ではサーマルサイクル試験機(理科工業株式会社製)

を用い,設定温度は　　　　　で各々1分間の浸活を

回行った｡このことにより繰り返し衝撃荷重と温

熱刺激の違いが合着力や色素浸入に及ぼす影響について

検討した｡

6)蛍光色素浸入試験

衝撃荷重およびサーマルサイクルによるセメントの破

壊状態を観察するために,各条件下で試験された試料を

探傷用蛍光色素タセトケイコ-チェック　　　　　日本

池脂社製)に5分間浸活した｡蛍光色素浸入状態の判定

は,引張り試験後のクラウン内面および金型支台の軸面

と唆舎面にタセトケイコーブラックライトを照射しなが

ら実体薗微鏡(ニコン社製)にて蛍光発色の有無を観察し

たo　また,色素浸入度の評価は, 〔1〕色素浸入の見られ

ないもの, 〔2〕軸面にのみ観察されるもの, 〔3〕唆合面

にまで及ぶものの3段階に分けそれぞれの暢性所見個数

と症例数を表した｡

7)合着力測定

クラウン合着時の圧接方向と逆方向に離脱力が働くよ

うに考案された治臭16)に試料を設置し,オートグラフD

島津製作所社製)にてクロスヘッドスピード

分で引張り試験を行った(図5)｡合着力はク

ラウンが金型支台から離脱するまでの最大荷重とし,読

料は各条件とも8個とした｡

実験2.セメントスペースの違いによる合着力および

色素浸入の影響

本金型での倉着後の浮き上がり室は唆合面においてE

LとPEで約　　　　　　　　で　　　以下であった｡

これは合着材の種楽,とくに被膜厚さにより異なったも

のと思われる｡また,臨床においても合着材を介在する

限り歯冠補轟物の浮き上がりは避けられず,口腔内では

唆合面部で最大で　　　程度の浮き上がり量があると

の報吾25)もある｡こうしたセメントによる浮き上がり防

止策の一つに積極的にセメントスペースを確保する対策

も考えられる｡そこで著者はすでに軸面には全周

図5　合着力測定用治臭およびセットされた実験

用クラウン

のセメントスペースを確保しているが,更に積極的対応

として直接合着力に関与しない唆合面部にセメントス

ペースを設定することを企画した｡そこでクラウンと支

台金型の唆合面部に200〃mの間隙が確保できるよう合

着時に合着専用治臭によって調整し実験1と同様の実験

を行った｡

唆舎面部セメントスペースの付与に際しては具体的に

は合着専用治臭に厚さ　　　のスペーサーを介在させ

合着した｡これをセメントスペース200とし,スペー

サーを介在させないものをセメントスペース0とし比較

した｡

実験3.天然歯支台での繰り返し衝撃荷重が色素浸入

に及ぼす影響

支台はヒト天然抜去歯とし,色素浸入状態のみから繰

り返し衝撃荷重の影響を観察した｡

1)支台歯,支台歯形成およびクラウンについて

支台歯は矯正治療が目的で抜去され　　　緩衝ホルマ

リン溶液にて保存されたと卜健全上下顎小臼歯72本を用

…　4　-

図6　支台歯形成された抜去歯とダイヤモンドポ
イント
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いたo

支台歯には歯冠軸と植立のブロックの基準線が平行と

なるように石膏にて固定し　　克鄭質内にマージンが設

定できるよう支台歯形成を行った｡支台歯の辺縁形態は

全周幅1mmのショルダータイプで,門平の考案27)した

ショルダータイプダイヤモンドポイント(ジーシー社製)

をパラレルメーターに装着して形成した｡支台歯軸面の

テーパーは片側5度で軸面高径は3mmと規定した(図

6)｡

クラウンは金狼パラジウム合金(石福金属工業社製金

パラ　　を使用し間接法にて適法通りに作製した0

2)合着材および合着操作

合着材は実験1, 2と共通のもので,使用法,合着藻

作も同様である｡

3)荷重条件

実験3の繰り返し衝撃荷重の条件を表3に示す｡荷重

回数は, 0回　　　回　　　　回の3条件である｡荷

重量,荷重サイクル,落下距離は実験1, 2と同様であ

る｡また､繰り返し衝撃荷重の影響のみを観察するため

サーマルサイクルは負荷していない｡

4)色素浸入試験

(1)色素浸入条件

色素浸入試験を行うに際して,実験試料の辺縁部以外

からの色素浸入を防ぐ目的で,セメントスペーサー(セ

ントクレア社製)と即時重合レジン(ジーシー社製)を用

いて実験用クラウンの辺縁から約　　　頑側および舌

側に正中から近心,遠心におのおの約　　　の歯質を

残し歯面および歯根面に対し2重にマスキングを施した

(図7)｡

マスキング終了後,室濫保管中　　塩基性フクシン

水溶液に24時間浸漬した｡

(2)観察および判定法

マスキング除去後,包埋用エポキシ樹脂エポマウント

(リファインテック社製)にて包埋し,マイクロソー(隻

井商工社製硬組織切断機)を用いて,試料の近遠心中央

部を中心に厚径約　　　に頑舌的に切断し(図7),そ

の切片の近し､東側,近JL､舌側,遠心頑側,遠心舌側の4

カ所の辺縁部および合着材層を,実体蹟微鐘(オリンパ

ス光学社製)を使用して色素浸入状態を観察した｡

判定部位はより詳細な観察を酎勺として,歯頭部ショ

ルダーを加え3部位とした｡そして観察部位は〔1〕色素

浸入のないもの, 〔2〕ショルダー部内に色素浸入が観察

されたもの, 〔3〕ショルダー部を越えて軸面にまで達し

ているもの, 〔4〕唆合面にまで色素浸入の観察されるも

表3　実験3の実験条件

135

荷　　　　　董
荷重サイクル:　45回/分

荷　重　回　数:　0回　　　回　　　回

落　下　距　離:

図7　観察部位

のの4段階に分楽した｡なお, 1試料につき4カ所の観

察部を設け, 1条件8歯でそれぞれ陽性所見個数と症例

数を表した｡

実　験　結　果

実験　　　合着力測定(セメントスペース0)

実験結果を図8 -図10に示す｡

ELは繰り返し衝撃回数が0回では　　±

回では　　±　　　　　　　回では　　±

の値を示した｡平均値のt検定を行った結果危

険率5%で3者には有意差が認められなかった｡また,

サーマルサイクル負荷後では　　±　　　の値を示

し,繰り返し衝撃荷重負荷後の結果と有意差が認められ

なかった｡

pEは繰り返し衝撃回数が0回では　　±

回では　　±　　　　　　　回では　　±

の値を示し,繰り返し衝撃回数の変化に伴う合

着力の違いにはt検定の結果,危険率5 %で有意差は認

められなかったoまた,サーマルサイクル負荷後では

±　　　の値を示し,繰り返し衝撃回数0回,

回　　　回の全ての値より危険率5 %で有意差

が認められ合着力は低下した｡

sBは繰り返し衝撃回数が0回では　　±

回で　　±　　　　　　　　　で　　±

kgfの値を示し,繰り返し衝撃荷重を加えると危険率5

5
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表4　セメントスペース0の昼光色素浸入状況
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kgf 500

400

A 300
HiJ

義

力200

100

0

図8　繰り返し衝撃荷重回数別の合着カ

セメントスペ-ス

kgf 500
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図9　繰り返し衝撃荷重回数別の合着カ

セメントスペース

図10　繰り返し衝撃荷重回数別の合着カ
セメントスペース

%で有意差が認められ合着力は低下したが,繰り返し衝

撃回数　　　回と　　　回では合着力の差は認められな

かった｡また,サーマルサイクル負荷後では　　±

kgfの値を示し,危険率5 %で繰り返し衝撃回数0乱

国　　　　回とは有意差が認められ低い値を示し

一　6

合着材
+

0回回回T.C.

EL
軸面0/88/88/88/8

唆全面0/80/80/80/8

PE
軸面0/80/80/88/8

唆合面0/80/80/84/8

SB
軸面0/80/82/88/8

唆合面0/80/80/88/8

:サーマルサイクル

た｡

実験　　　　蛍光色素浸入試験(セメントスペース0)

実験結果を表4,図　　　に示すo

E Lは繰り返し衝撃回数0回で軸面,唆合商に全く蛍

光色素浸入は認められなかった　　　　繰り返し衝撃

回数　　　画では軸面に8例全て　　　に蛍光色素浸

入が認められたが,唆合面では1例も認められなかった

｡繰り返し衝撃回数　　　回でも同様に軸面で

全てに蛍光色素浸入は認められた　　　が,唆合面で

は蛍光色素浸入が観察されなかった　　　　図　　ま

た,サーマルサイクル負荷後でも同様に軸面で全てに蛍

光色素浸入は認められた　　　が,唆合面では蛍光色

素浸入が認められなかった　　　　図15)｡

PEは繰り返し衝撃回数0回　　　　回　　　　回で

はいずれも軸面にも唆合面にも蛍光色素浸入は1例も認

められなかった　　　　図　　　しかし,サーマルサイ

クル負荷後では軸面で全てに　　　　唆合面では4例

に　　　蛍光色素浸入が認められた｡

SBは繰り達し衝撃回数0回　　　　回で軸面,唆合

面のいずれにおいても蛍光色素浸入は認められない

が,繰り返し衝撃回数　　　回では軸面で2例

に認められ　　　　　唆合面では認められなかった

図16)｡また,サーマルサイクル負荷後では軸

面,唆合面のいずれにおいても全てに蛍光色素浸入が認

められた　　　｡

実験　　　　合着力測定(セメントスペース

実験結果を図11から図13に示す｡

ELは繰り返し衝撃回数0回では　　±

回では　　　±　　　　　　　　回では　　　±

の値を示し,繰り返し衝撃回数の増加による合

着力の差は認められなかった｡また,サーマルサイクル
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図11繰り返し衝撃荷重回数別の合着カ
セメントスペース
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図12　繰り返し衝撃荷重回数別の合着カ

セメントスペース
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図13　繰り返し衝撃荷重回数別の合着カ

セメントスペース

負荷後では　　±　　　の値を示し,危険率5%で

繰り返し衝撃荷重負荷後に対し有意差が認められなかっ

た｡

PEは繰り返し衝撃回数0回では　　　±

回では　　　±　　　　　　　　回では　　　±

-　7
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表5　セメントスペース200の蛍光色素浸入状況

合着材
忘 葦

0 回 回 回 T .C .

E L
軸 面 0 / 8 8 / 8 8 / 8 8 / 8

唆合面 0 / 8 0 / .8 8 / 8 8 / 8

P E
軸 面 0./ 8 0 / 8 0 / 8 8 / 8

唆合面 0/ 8 0 / 8 0 / 8 6 / 8

S B
軸 面 2 / 8 5 / 8 4 / 8 8 / 8

唆合面 0 / 8 0 / 8 2 / 8 8 / 8

T.C∴サーマルサイクル

の値を示し繰り返し衝撃回数が増加しても合着

力に差は認められなかった｡しかし,サーマルサイクル

負荷後では　　±　　　と危険率5 %で繰り返し衝撃

荷重負荷後に対し有意差が認められ合着力は低い値を示

した｡

sBは繰り返し衝撃回数が0回では　　±8上

回では　　±　　　　　　　　回では　　±

の値を示し繰り返し衝撃回数の増加により合着

力は若干大きくなる傾向を示したが,差は認められな

かったoまた,サーマルサイクル負荷後では　　±

kgfの値を示し,繰り返し衝撃荷重負荷後に比べ危険率

5 %で有意差が認められ合着力は低い値を示した｡

実験　　　蛍光色素浸入(セメントスペース

実験結果を表5,図　　　に示す｡

ELは繰り返し衝撃回数0回で軸面,唆合面ともに蛍

光色素浸入は1例も認められず　　　　　　　回で軸

面では全てに蛍光色素浸入が認められた　　　が,唆

合面では1例も認められなかった　　｡しかし,

回では軸面,唆合面ともに全てに蛍光色素浸入が

認められた　　｡また,クラウン内面を観察したと

ころ　　　回では軸面の合着材層に亀裂が,さらに

回では唆合面にまで亀裂が生じていた(図　　ま

た,サーマルサイクル負荷後では軸面,唆合面とも全て

に蛍光色素浸入が認められた　　　｡

pEは0回　　　　回　　　　回のいずれにおいて

も軸面,唆合面に蛍光色素浸入が認められなかった

｡また,サーマルサイクル負荷後において軸面

で全例　　　　唆合面で6例　　　の蛍光色素浸入が

認められた(図

s Bは繰り返し衝撃回数0回で軸面に2例蛍光色素浸

入が認められた　　　が,唆合面では認められず
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表6　繰返し衝撃荷重が天然歯支台の

色素浸入に及ぼす影響

合着材
負荷

部位
0 回 5､000回 回

E L

シ ヨルダ- 3 / 8 2 / 8 8 / 8

軸 面 0 / 8 1 / 8 3 / 8

唆 合 薗 0 / 8 0 / 8 0 / 8

P E

シヨルダ】 1 / 8 4 / 8 4 / 8

軸 面 0 / 8 0 / 8 1 / 8

唆 合 面 0 / 8 0 / 8 0 / 8

S . B

シヨルダ】 1 / 8 2 / 8 4 / 8

軸 面 0 / 8 2 / 8 2 / 8

唆 合 面 0 / 8 0 / 8 0 / 8

繰り返し衝撃回数　　　回で軸面で5例に認め

られ　　　　唆合面では1例も認められなかった

回では軸面に4例　　　　唆合面に2例　　　の

蛍光色素浸入が認められた(図　　また,サーマルサイク

ル負荷後では軸面,唆合面ともに全て蛍光色素浸入が認め

られた　　｡

実験3.天然歯支台での繰り返し衝撃荷重が色素浸入

に及ぼす影響

実験結果を表6に示す｡

E Lは繰り返し衝撃回数0回でのショルダー部への色

素浸入は3例　　　で,軸面まで色素浸入していたも

のはなかった　　｡　　回ではショルダー部が2例

で,軸面までのものは1例　　　　　　　回で

は全てショルダー部まで浸入が認められ　　　　軸面

までのものは3例　　　であった｡唆合面には色素浸

入が認められなかった

PEは繰り返し衝撃回数0回で,ショルダー部へ

の色素浸入は1例で　　　　軸面までのものは認めら

れなかった　　｡　　回ではショルダー部の色素浸

入が認められるものが4例　　　　軸面までの色素浸

入はなかった　　　　　　　回のショルダー部の色素

浸入が認められるものは4例　　　　軸面までのもの

が1例　　　であった｡唆舎面にはEL同様色素浸入

が認められなかった　　　｡

S Bは繰り返し衝撃回数0回でショルダー部の

色素浸入は1例　　　で,軸面および唆合商まで色素

浸入の認められるものはなかった　　｡　　回では

ショルダー部の色素浸入が認められるものは2例で

軸面までのものも2例　　　で,唆合面には

認められなかった　　　　　　　　回ではショルダー部

-の色素浸入の認められるものは4例　　　　軸面ま

でのものは2例　　　で,唆合面への色素浸入は認め

られなかった　　　｡

考　　　　　察

合着材の合着力を検討するには,支台とクラウンの適

合性,形態および材料の問題は,極めて重要な園子と考

えられる｡臣冨床的には,歯科用合金によって製作された

歯冠補綴物が合着されるのは,歯賛のみならず支台築造

用材料など数種の組合せが考えられる｡

一般に現在普及している鋳造法は.適合性も向上し鋳

造冠など,現在の臨床ではほぼ問題のない段階まで改善

されている.一方,クラウンの支台歯形態は適応部位や

歯寛の状態などによりさまざまであるが,クラウンの維

持には合着材が不可欠である｡その合着材も各種ある

が,代表的なリン酸亜gDtセメントは接着性がなく,機械

的族合力を保持力の主体とするため,支台歯の軸面の高

さやテーパーなどが予後に影響する

さらにクラウン内面の表面粗さ,放妙な適合性などの園

子も問題となる｡また,支台歯とクラウンの合着時に

は,介在するセメントによる浮き上がりも問題となる.

この点について佐藤24)は,合着材硬化過程の流動抵抗

は,セメントスペースの量に影響されるとしている｡ま

たこうしたクラウンの浮き上がりは辺縁の適合性を低下

させ,また辺縁漏洩の問題も生じてくるo

そこで著者は3種のセメントを用い実験的クラウンを

セメント層を変え合着し,繰り返し衝撃荷重を加えその

辺縁封鎖性や接着強さを検討することを目的として研究

を企画した｡

1.実験方法について

1)支台およびクラウンについて

まず実験的な支台とクラウンを一定規格化するため人

工材料である金属で作製した｡金型支台およびクラウン

は図2に示すよう　　　　　ステンレスを用い,鋳造精

度の影響を排するため旋盤加工により作製した.繰り返

し衝撃荷豪に耐え,合着力測定時に変形が少なく,大気

中での表面性状が安定し,精度の高い旋盤加工が可能な

ステンレスが本実験に最も適していると判断した.支台

の基本的形態は,全周囲ナイフエッジタイプの辺縁で,

臨床的に第一大臼歯を想定し,さらに先人　仕

たちの支台形態や大きさを参考に決定した｡クラウン内

面と金型支台の唆合面は接するが,軸面は全周均一に約

8　-
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30〃m程度の間隙が保たれるように設定した｡また,本

実験に使用した金型の表面粗さは,支台表面およびクラ

ウン内面ともに中心平均粗さで

〃m)であり,金属加工的にいういわゆる｢つや消し

面｣であるo金型の形態の単純化,均-な材寛で表面粗

さがある程度まで塊格化するにはステンレスで旋盤加工

による方法が適すると判断した｡こうして製作された金

型支台およびクラウンはセメント合着時にはきわめて好

ましい状態で適合するが,合着材の性愛などにより浮き

上がりを生じ,結果的に軸面部の被着面積に差が生じる

可能性がある｡その点について佐藤24'は,クラウンの内

面に　　　のセメントスペースを設定しても辺縁部1

mmが密接するタイプのものでは浮き上がり量は大きく

なり,被着面積が不均-になる可能性があると報害して

いる｡寛在の臨床では,セメント合着後のセメントライ

ンは全部被覆冠のタイプでは30〃m程度とされる｡そこ

で著者は,臨床的にも対応し待るようクラウンの内面隅

角からマージンまで均一に　　　の間隙を付与しセメン

トスペースとした｡このことより余剰な合着材を充分に

排除して,合着材の違いによる浮き上がり室の差から生

ずる接着面積の不均一を極力排除するよう工夫した0

2)合着操作について

合着は,合着時の支台金型とクラウンの傾斜を避ける

ため専用治呉24)を用い,合着時の荷重方向が垂直となる

よう塊定した｡また,合着時の荷重量に関しては,荷重

量がある程度以上になれば荷重量の大小は舎着後の浮き

上がりに影響をおよぼさないとされる　｡また,臨

床的には手指や槌打によって圧を加えたり,唆合圧に

よって圧を付与する方法が通常用いられている｡井出ら

31)は合着時の荷董室に関して　　　と　　の静荷垂

下では荷重量の変化による浮き上がり量には有意差がな

いと述べているoまた倉賀野33)は,手圧による臨床的合

着荷重量は約　　で,臼歯部平均唆合圧に相当する30

kgf荷重とでは被膜厚さに著明な差が認められなかった

と述べている｡また,塩沢ら34)によれば,鋳造冠合着時

には少なくとも　　の荷重が必要であり,手指で鋳造

冠を支台歯に強く圧接すると必要量に達し,さらに体重

をかけるように加圧すると約　　の荷重となり,手指

による荷重で鋳造冠は正しい位置に合着できると述べて

いる｡このような研究報吾から,合着時の荷重は最小限

が必要であると考え,本実験ではまず手圧によ.り

に相当する荷重を加え合着した｡さらに,合着材硬

化完了まで一定した荷重を加えるため,定荷重圧縮試験

器にて,硬化終了まで15分間保持荷重　　を負荷した｡
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3)繰り返し衝撃荷重試験について

(1)装置および荷重条件について

動的な試験法である繰り返し衝撃荷憂試験は通常,充

壊用コンポジットレジンの耐久性や合着材の物性を検討

する上で応用されることが多い｡その中では繰り返し衝

撃荷重により評価する方法　　　　　と繰り返し押圧

荷重により評価する方法　仕　　　　に分けられ

る｡その荷重法は,研究の目的や試料の種幾に合致した

基準により設定されている｡衝撃荷重について宮本ら17)

は,衝撃力に近い荷重は試験材料の性葉が急激に脆くな

り破折する可能性が多く,衝撃に近い力を用いて材料の

疲労を評価するのは適切ではないと報吾している｡たし

かに佐藤ら　大内ら46)の報吾にもあるように,秀断力

を衝撃で与えた場合,通常の勇断試験で　　　　　以

上の接着強さを持つ合着材で接着された試料が,数回の

衝撃荷重で脱落してしまう｡しかし,長期的に合着され

ていた歯冠補緩物が脱落する原因は,反復される姐魔力

や唆合接触の応力によるものと考え,衝撃力に対する合

着材の疲労,破壊を鋸えるべきで,いわゆる噛み込み荷

重でなく接触した瞬間の応力による影響を検討するため

本実験では繰り返し衝撃荷茎の負荷とした｡

また,今回設定した　　　の荷重であるが,これは

試料寸法,機械(ストロークスライドシャフト,カム

シャフト等)の材質を考慮した場合に製作できる最低の

荷重であった｡この条件で今回応用した3種のセメント

の円柱塊格試料に所定の繰り返し衝撃荷重を負荷した後

の,圧縮強さ測定結果を表7に示す｡この結果よりクロ

スヘッドスピード　　　分の圧縮試験で圧縮強さが870

のリン酸亜鎗セメントが数回の衝撃荷重で破

壊したo円柱塊格試料の直径が4mmであることから逆

算するとこの円柱試料には約　　以上の荷重が負荷

されたことになり　　　　ら47)のいう唆合力以上となる｡

(2)色素浸入試験について

クラウン合着後の合着力の判定は,合着力の測定のみ

表7　実験に使用した合着材の衝撃荷重
およびサーマルサイクル負荷後の圧縮強さ

単位

負 荷

合 着 材
0 回 回 回 T . C .

E L 8 7 0 破 折 破 折 570

P E 3 , 9 9 0 2 , 6 4 2 2 , 4 7 8 2 , 3 0 0

S B 1 , 0 5 2 7 7 3 7 1 6 6 0 6

-1　9　1
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ならず色素浸入試験が従来より用いられいてる｡この方

法は充壊されたコンポジットレジンの辺縁封負性の検討

や,破折,亀裂などの破壊様相の検討に多く用いられてき

た　　　　　　　　最近はサーマルサイクル　　　づ2)

といった厳しい条件下で詳純な検討が進められている｡

繰り返し衝撃荷重やサーマルサイクルなど動的試験の

評価法の一つとして色素浸入試験を行う場合,動的試験

を行った後に色素浸入試験を行う方法と,動的試験と色

素浸入試験を同時に行う方法がある｡前者は,動的試験

負荷後どのくらいの時間色素浸入液に浸活するかが,研

究者によってかなりの差がある.斎藤ら53'は,この方法

は温度変化によって界面が開くとすれば,その時点でま

ず水が浸入し,それを一度常虚に戻してから色素浸入液

に浸活するので,色素が先に浸入している水と完全に入

れ替われず深部まで浸入できない恐れがあると指摘して

いる｡また後者に対して木村4)は,実験装置の管理がや

や煩わしいが,実際に温度変化を加えたとき,つまり膨

張や収縮を繰り返している間に色素が浸入して行くの

で,サーマルサイクル負荷後の効果の判定を検討する上

でより有効であると述べている｡本実験では.繰り返し

衝撃荷重は37℃水中で行い,荷重負荷後色素浸入液に浸

漬し,色素浸入試験を行った｡その理由は一定濫度下で

まず単純に加えた繰り返し衝撃荷重の影響を知ることが

目的の一つであり,サーマルサイクル負荷と同じ条件で

比較する必要があったためであるoまた,試料を天然歯

とした場合,クラウン辺縁部以外からの色素浸入を防ぐ

目的でマスキングを施す必要があるが,繰り返し衝撃荷

重時に剥離脱落する可能性があり,繰り返し衝撃荷重を

与えた後に水虎,浸活時間を規定し色素浸入を行ったO

実験1,実験2において色素浸入に用いたタセトケイ

コーチェック　　　　　はきわめて浸透性が高く,微細

な間隙にも充分な浸透性を有するので,浸漸寺問による

差はほとんど無視できるとされる｡また,実験の試料が

金型であれば,当然金属内への覚光色素浸入はないが,

合着材内部や金属との界面にも浸透し蛍光反応が持績す

るという特徴がある｡したがって合着力測定のため支台

金型のクラウンを離脱させた後,蛍光反応で色素浸入の

程度の判定が可能であることが特徴である｡

実験3では,試料が天然抜去歯であり,歯質の微純な

構造物である象牙細管や克鄭小柱などへの過剰な浸透を

避けるため,木村4)が色素浸入試験に使用した　　塩

基性フクシン水溶液を用い,所定部以外はマスキング材

を塗布し色素浸入を遮断した｡

(3)セメントスペース

～ 10

臨床的なクラウンの浮き上がりとしてはさまざまな報

吾　　　がある｡臨床における鋳造冠と支台歯間のセメ

ントスペースはJ¢　　　　　によると　　　〃m,竹

花56)によると　　　〝m,住井57)によると　　　〃mと

報吾されている｡また,合着時の浮き上がりに関して吉

田ら58)はテーパー　　で平均　　　　デーパ

で平均153〃mと報吾している｡小野59)は,全部鋳造冠

で　　　　　　で唆合面部の合着材層の厚径は

から　　　を示し,浮き上がり量は　　　　　　と報

吾している｡また吉田25)は　　　　　　　の唆合面で

のセメント層の厚径は200〃mと報吾している｡クラウ

ンの適合性はさまざまな手法で向上しているが,このよ

うに合着する限り合着材の介在による浮き上がりは避け

られない｡

著者はこれらの報吾より,唆合面部でのセメント層の

厚さは臨床的にはかなり大きく,浮き上り茎として200

〃mに抑える必要があると考え,支台唆合面部でのセメ

ントスペースを　　　　としたo

セメントスペースの付与は,合着専用治具に

のスペーサーを挿入し所定の間隙を待たo合着後金型を

切断し,唆合面部のセメントスペースを測定した｡実測で

E Lは215±　　　　　は213±　　　　　は214±7pm

の合着材層であり,合着材問の違いは多少あるもののほ

ぼ均一のセメントスペースを付与することができ,被着

面積の違いが合着力のおよぼす影響を極力少なくできた

と考えている｡また,軸面では200〃mスペーサーを挿

入することで計算上約　　　のセメントスペースとな

る｡これは先人の研究結果　司0)などに比べ,やや広い

セメントスペースであるが,必ずしも臨床的には不適合

とならないものと考えられる

2.実験結果について

1)実験1繰り返し衝撃荷重が合着力および色素浸

入へ及ぼす影響

E Lの合着力は繰り返し衝撃荷重を負荷しても,荷重

回数を増加させても有意差が認められなかった｡実験に

使用した支台金型の表面とクラウン内面の表面粗さは,

はぼ均-であるため,表面粗さが合着力の違いに及ぼす

影響はどの条件でもほぼ同じであり,合着材の持つ性薯

が合着力の違いとなると考えられる｡ ELは脆性材料で

あり,それ自身は合金や歯寛に対する接着性はないo合

着力は単純に機械的族合力によって発現すると考えられ

ている｡岡崎ら15)や　　　　　　は,円柱状バルク試

験片では繰り返し荷重により試験片の破壊や圧縮強さの

低下,また無視できないほどの塑性変形など,明かな影
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響が認められると報吾している｡しかし,今回のELに

おける合着後のセメント層は,試適時とほとんど差がな

く　　　〃mと非常に小さく,これはセメントの粉末粒

子の大きさに近いと考えられる｡理想的な合着材層の厚

さは粉末粒子1列分とされ,この時,最大の合着力を示

すと考えられている｡これは酸化亜鉛粒子が,硬化体の

中で最も強度が大きいためである｡したがって,唆合面

部でも唆合力を酸化亜鉛粒子で負担した場合,大きな荷

萱にも耐えうると考えられる｡また繰り返し衝撃荷重の

負荷やその回数の差が合着力の差として現れないのは,

試適時と合着時の浮き上がりの差がほとんどなく,合着

材層が非常に薄く酸化亜鉛の粉末粒子の大きさに近いた

めに,唆合面郭に破壊されるだけの室の合着材が存在し

なかったからであると考えられる｡これは図14に示すよ

うに蛍光色素浸入を用いた色素浸入試験で唆合面には蛍

光色素が浸入しておらず,合着材内部や界面には荷重負

荷中に破壊が起こらなかったものと考えられる. ELは

理想的合着材層となった場合,繰り返し衝撃荷重の影響

を受けにくいと考えられる｡軸面では蛍光色素浸入が認

められるが,軸面のセメントが衝撃荷重によって破壊し

たのではなく, ELは経時的寸法変化　　や金属との

接着性がないため,金属-セメントの界面に色素が浸入

したものと考えられる｡ ELはサーマルサイクルによる

機械的性薯の低下はなく　　また熱膨張係数も小さいた

め,合着力もほとんど0回と差がなかったものと考えら

れる｡

pEは,繰り返し衝撃回数が増加することにより合着

力に差はみられなかった｡ PEのスンテレスとの接着強

さは,予備実験での秀断接着強さ測定によると,約33

であり, ELの　　　　　　　　　の

cm2よりも高い接着強さを有するoまた圧縮強さも塊格

試験片に繰り返し衝撃荷重を負荷した実験では繰り返し

衝撃回数0回で　　　　　　　　　　　　　で

回で　　　　　　　であった(表

7)｡また図15に示すように,クラウンの内面の観察で

は合着材に亀裂や蛍光色素浸入も観察されないことか

ら, PEは繰り返し衝撃荷室に対して耐久性を持つと思

われる｡しかしサーマルサイクル負荷では,合着力は約

1/3に低下した｡一般にレジンセメントであるPEは

熱膨張係数が大きく,サーマルサイクル負荷によって,

接着界面にELより大きな応力集中が起こったと考えら

れる｡また野口ら11)は　　の濫度刺激を与えた場合,圧

縮強度が80%以下に低下すると報吾しているo色素浸入

も繰り返し衝撃荷重負荷では観察されないものの,サー
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マルサイクル負荷でのみ観察されたことから,大きな熱

膨張係数に加え加温による圧縮強さの低下の両者が競合

し合着力の低下につながったと推察される｡

sBでは,繰り返し衝撃荷室を負荷することによって

合着力は低下した｡しかし　　　回と　　回の問に

は有意差は認められなかった｡また,サーマルサイクル

を負荷した場合,繰り返し衝撃荷重を負荷したものより

も合着力が大きく低下したo S Bは塊格試験片での繰り

返し衝撃荷重を負荷した実験で,約30%の圧縮強さの低

下が認められている｡またその時,大きな塑性変形も認

められた｡ -般にSBは, PEとともに金属との接着性

を有するセメントで,機械的強度の低下が直ちに,合着

力の低下につながるとは考え歎いが,合着力は約30%も

低下しており機械的強度の劣化に帰因するものと考えら

れる｡またSBは　　　　　と異なり繰り返し衝撃荷

重によって変形を起こすことも合着力を低下させる原因

となったと考えられる｡その破壊様相は図16に示すよう

に主として合着材内での凝集破壊であり,金属界面での

接着強さが低下したと考えるより,合着材白身の劣化に

ょるものと考えられる｡しかし,繰り返し衝撃回数が

回から　　回に増加しても合着力の低下が起こ

らないのは,唆合面部に存在するセメント層が非常に薄

いため合着材内部での破壊,変形が進みにくかったため

と考えられる｡蛍光色素浸入は,繰り返し衝撃回数が

回になると軸面において25%でみられる程度で

あった｡これも合着力の低下同様に繰り返し衝撃荷重の

影響と考えられる｡ SBはサーマルサイクル負荷によっ

ては繰り返し衝撃荷重負荷よりも大きく機械的強度の低

下を示すo S Bの機械的強度は衝撃力を与えない場合に

比べサーマルサイクル負荷後の約60%程度の圧縮強さし

か示さず,サーマルサイクル負荷によって合着力が低下

することは容易に予想される｡しかし,合着力が約30%

まで低下したことは,他にも大きな原因があると考えら

れるo SBは熱膨張係数が　　×　　　　とPEより

も大きく,熱刺激による界面への応力集中が予想され接

着強さが低下したものと考えられる｡以上のことから

サーマルサイクル負荷後の合着力の明かな低下と全ての

試料に色素浸入が観察されたことによりS Bは温度刺激

に対する耐久性はPEより低いと考えられる｡

2)実験2　セメントスペースの違いによる合着力お

よび色素浸入の影響

E Lの合着力は,繰り返し衝撃回数の違いやサーマル

サイクル負荷後でも有意差は認められなかった｡また,

セメントスペースについては,合着材層の厚さの違いは

- ill -



142 宮田:繰り返し衝撃荷重のセメント層-の影響

合着力には影響がなかった｡また,サーマルサイクル負

荷でもセメントスペース0,セメントスペース200とも

有意差はなく,ほとんど同程度の値を示した｡日比野10)

はセメントの被膜厚さが大きくなると合着力は減少する

と報吾しており,本実験とは異なる結果を報害してい

る｡しかし,色素浸入によるセメントの破壊様相を観る

と,セメントスペース0とは全く異なった様相を呈して

いた｡図17のようにセメント層内に色素の浸入が認めら

れ,さらに嫡かな亀裂の存在が観察された｡セメントス

ペース200と厚くなった場合,当然セメント粒子とマト

リックスが多くが存在することになる｡そのため繰り返

し衝撃荷重が負荷された場合,容易に破壊が起こり合着

力も大きく低下するものと予想される(図　　しかし,

その値は,セメントスペース0とほとんど変わらない値

であった｡これは柿川ら　が報吾しているように,敬

壊により大小様々な形態の破壊片が再度緊密に並ぶ,い

わゆるパッキング効果によるものと考えられる｡

従来型のセメントを用い,セメントの被肢厚さの合着

力-の影響を調査した報吾　　では,硬化時の収縮に

よる応力集中,欠陥の増加,セメント層内の気泡の迷人

の廉度の増加によって合着力が低下すると述べている

が,本実験では合着力の低下は認められなかった｡

この原図として一番大きいのは他の実験は突合わせ試

験片による接着強さの測定であり,本実験のような臨床

に即したいわゆる,支台歯とクラウンという形態でない

ということである｡本実験の方がより臨床的であると考

えられるが,従来の報吾のように合着面には多数の欠

柿,応力集中があり前述したようにパッキング効果によ

るものと考えられる｡いわゆる見かけの合着力であっ

て,長期の使用では溶解性の影響もあり脱落しやすい状

態にあると考えられる｡したがって可能な限り,被膜厚

さを減少させる努力が必要であると考えられる｡

PEはセメントスペース0とセメントスペース200で

繰り返し衝撃回数の増加に伴う合着力の低下が認められ

なかったO一方,サーマルサイクル負荷では明かに合着

力は低下した｡また,セメントスペース0とセメントス

ペ-ス200ではセメント層の厚さが増加した場合,明か

に合着力は低下した｡ PEの場合は,金属と接着性を有

しているため, ELよりもクラウンが金型支台と一体化

しやすく,合着力は高い値であった｡ PEの規格試験片

の圧縮強さは(表　　　　　　　　であり,繰り返し

衝撃回数　　　画で　　　　　　　　　　回で

と低下する傾向にある｡これは日比野の報吾10)

同様,繰り返し衝撃荷重による圧縮強さの低下が合着力

一12

の低下を促したと考えられる｡熱田ら42)は, PEは重合

収縮による欠陥は生じにくく被膜厚さが4倍になった場

合でも影響は少なく,繰り返し衝撃荷重による接着強さ

の低下は20%程度であったと報吾している｡しかし,香

実験ではセメントスペースを増加させると　　　　の合

着力の低下が認められた.セメントスペース200は,セ

メントスペース0と比較して,おのおのの繰り返し衝撃

回数で合着力が低いのは,接着界面での影響はないが,

セメント層の機械的強度が低下したからと考えられる｡

これは, ELと同様にセメント層が厚い場合に衝撃荷重

が大きく影響したものと思われる｡しかし, 0回でも35

%も合着力が低下したのは,クラウンという形態から生

じる様々な要素にも原因があると考えられる｡サーマル

サイクル負荷後で,従来の研究14)や著者の結果(表7 )か

らも圧縮強さの低下が認められる｡それに加え,予楠的

実験から冷却時に　　の収縮が認められ,接着界面卒

の接着性の低下に加え,物性の低下などの複合作用に

よって合着力が低下したと考えられる｡また,繰り返し

衝撃荷憂回数の増加による合着力の低下は,セメントス

ペース0およびセメントスペース200でも認められない

ことから機械的な外力,すなわち衝撃力に対しては耐久

性があり,被麓厚さの違いが合着力に影響すると述べて

いる熱田ら42)とは若干見解が異なった｡図18にPEのセ

メントスペース200のサーマルサイクル負荷後の試料を

示す｡合着材部の破壊様相は,凝集破壊を示していた｡

覚光色素の浸入はこのサーマルサイクル試料のみに観察

されていた｡このことは, P Eが繰り返し衝撃荷重に対し

て耐久性を持っていることを示していると考えられる｡

SBは,繰り返し衝撃回数0回の場合,セメントス

ペース0に比べセメントスペース200の方が合着力は小

さな値を示した｡繰り返し衝撃荷室が負荷されると合着

力は上昇する傾向にあったが,繰り返し衝撃回数が増加

しても合着力に有意差は認められなかった｡ SBは,

MMAが主成分で降伏点はメーカー値で約

と低く,柔軟性があるため繰り返し衝撃荷重をある程度

緩衝でき,界面剰離に直結しないと推察されるoセメン

トスペースが増大すると重合収縮が大きくなり,接着界

面や合着材内部に欠陥を生じ,接着強さの低下を招き,

繰り返し衝撃荷重の負荷により接着強さばさらに半減さ

れるとの報吾もみられる　　本実験では,繰り返し衝撃

荷室負荷後の合着力からだけ見ると,セメントスペース

0は合着力は低下する傾向にあり,セメントスペース

200では逆に合着力は上昇する傾向がみられた｡これは

S B自身が繰り返し衝撃荷重により圧縮され塑性変形が
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生じ,その変形によって内部がより緊密な状態となり,

ELとは異なった形のパッキング効果が生じ,合着力が

上昇したと考えられる｡色素浸入状態はセメントスペー

ス200では繰り返し衝撃荷重が与えられると,図19に示

すように軸面はいうまでもなく,唆合面にまで色素浸入

が観察された試料もあった｡また,繰り返し衝撃荷重を

負荷しない場合でもセメント層が厚いと,重合収縮によ

る歪みや内部欠陥が生じ,結果として合着力が低下する

と考えられるo繰り返し衝撃荷重負荷を与えた場合　セ

メント内部の欠陥は,セメント自身の変形で消失したか

のようにみえ,合着力が逆に向上したのではないかと考

えられる｡しかし,セメントの変形は接着界面に影響

し,蛍光色素浸入が多く認められたものと推察される｡

サーマルサイクル負荷後の場合は,被膝厚さの大小にか

かわらず合着力も低下し色素浸入も発現しておりS Bは

従来からの報吾4日1日　　同様に,熱応力に対する耐久

性は低いと考えられる｡

3)実験3　天然歯支台での繰り返し衝撃荷重が色素

浸入に及ぼす影響

佐藤16'の報吾では,接着性レジンセメントと天然歯の

合着力をクラウン形態で測定することは不可能としてい

る｡確かに予備実験でも接着性セメントの合着力は非常

に強く,クラウン形態では天然歯が破壊するか,固定部

が破壊するかであった｡従って今回の繰り返し衝撃荷重

の影響を天然歯で調査するには,金型支台での蛍光色素

浸入の状態を比較して推測することを考えた｡また,実

験1 , 2で用いた蛍光色素は非常に浸透性がよく,今回行

った実験3程度のマスキングでは不十分で,浸入部位を

特定できないと判断し　　塩基性フクシンを用いた｡

E Lはショルダー部,軸面部でも荷憂回数に比例して

色素浸入が増加しており,繰り返し衝撃回数　　回で

は全試料8個のショルダー部に色素浸入が認められたo

このことは,実験1の結果から,ある程度の合着力は示

すと推測されるが,辺縁封鎖性は不良で,唾液や水によ

る溶解性によって,酎虫に魔患したり,脱離する可能性

は他の合着材と比べて極めて高くなることは安易に予想

される｡

pEは繰り返し衝撃回数0回でもショルダー部に色

素浸入が認められたが,繰り返し衝撃回数　　回,

回では半数の4例と増加した｡それらの色素浸入

の部位は合着材一歯薯の界面であったOこれは歯寛が弾

性体であるため衝撃による変形などが要因の-つと考え

られる｡ PEは圧縮強さが高い値を示し,繰り返し衝撃

荷重には耐久性があると考えられ,現に口腔内でも優秀
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な合着材として使用されている｡しかし,希に生じた脱

落例を観察すると,合着材は金属側に付着しており歯質

との界面からの脱離が推察される例が多く,臨床的には

慎重な歯質との接着操作が必要であると思われる｡

s Bは繰り返し衝撃回数が増加すると,色素浸入の発

現頻度も高くなる｡したがって,金型支台と同私天然

歯でも繰り返し衝撃荷菱によってかなりの合着力の低下

が推察されるo色素の浸入部位はPE同様,合着材と歯

薯との界面に認められ,歯薯との接着力の低下が推察さ

れる｡

天然歯での色素浸入の度合は,繰り返し衝撃回数が増

加するにしたがって大きくなる傾向にあった｡金型支台

での合着力の結果と合わせて考えてみると繰り返し衝撃

荷重により　接合着力の低下を示すわけではないが,歯

セメント界面ではなんらかの破壊が起こっており,

臨床的には辺縁漏洩や二次が)エスを誘発させ,長期的

には維持力の低下が生ずる可能性があると推察される｡

繰り返し衝撃荷重により金型では合着力は変化しない

か,逆に強くなる結果を示したがそれは,決して合着材

の性覚が負荷によって向上したためではないoリン酸亜

鉛セメントの場合,セメント層が破壊することによって

合着材層が密になり.結果として見かけの合着力が上昇

したのである｡したがって脱落は起こらなくともセメン

ト層には局部的な欠陥が生じていると考えねばならな

い｡このような破壊を防ぐには従来から言われているよ

うに,セメント層ができる限り薄い適合の良いクラウン

を流動性の良いセメントで合着するのが最良の方法であ

ると考えられる｡また,たとえセメントに破壊が起こっ

ても歯薯に悪影響を与えないためにはより歯賛接着性の

あるセメントの開発が望まれる｡

結　　　　　論

合着材試験用歯冠補額物として金型支台に適合する実

験用クラウンと天然歯を支台にしたクラウンをリン酸亜

森セメント,リン酸エステル系レジンセメント

A系レジンセメントの3種の合着材で合着した｡クラウ

ン合着に際して金型支台には,唆合面にセメントスペー

スOpmと　　　の2条件下とした｡そのクラウンに

繰り返し衝撃荷重0回　　　　　　　　回と　　と

60℃のサーマルサイクルを　　回負荷したものについ

て合着力と色素の浸入について観察した｡

天然歯支台については繰り返し衝撃荷重後の色素の浸

入について観察した｡その結果以下の結論を得た｡

1.金型支台とクラウンについて

- 13　-
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1)リン豪亜鎗セメント(エリートセメント

セメントスペース0およびセメントスペース200双方

とも合着力　　　を示し,繰り返し衝撃荷重,サマー

ルサイクルを負荷しても合着力の低下が認められなかっ

た｡

しかしセメントスペースの大小にかかわらず辺縁から

の色素浸入は認められ,セメントスペース200の場合に

おいては衝撃荷重回数の増加にともないセメントの内部

破壊が生じた｡

2)リン酸エステル系レジンセメント(パナビアEX)

スペース0の場合,合着力はおよそ　　　を示し,

衝撃荷茎負荷後も低下しなかった｡サーマルサイクル負

荷後ではおよそ1/2に低下した｡

セメントスペース200の場合,合着力はおよそ

を示し,衝撃荷重負荷後では低下しなかったが,サーマ

ルサイクル負荷後ではおよそ1/2に低下した｡

色素浸入はサーマルサイクル負荷後では6/8に認めら

れた｡

系レジンセメント(スーパーボンド

セメントスペース0の場合,合着力はおよそ

を示し,衝撃荷重負荷後にはおよそ　　　と明らかに

低下し,さらにサーマルサイクル負荷後ではおよそ1/3

に低下した｡

セメントスペース200の場合,合着力はおよそ

を示し,衝撃荷重負荷ではおよそ　　　に上昇した

が,サーマルサイクル負荷後ではおよそ　　　と明ら

かに低下した｡

色素浸入は,セメントスペース0の衝撃荷重　　回

とセメントスペース200に認められ,衝撃荷重　　　回

では唆舎面に浸入し,サーマルサイクル負荷後では全例

に認められた｡

2.天然歯文台とクラウンについて

衝撃荷重を負荷した場合,リン酸亜釦セメントでは衝

撃がなくとも3/8に色素がショルダー部に浸入し,

回　　　　回と増加するにしたがい,軸面にまで

色素の浸入が認められた｡

リン酸エステル系レジンセメント　　　　系レジン

セメントでもショルダー部への浸入は衝撃荷重0回でも

諸められ,衝撃荷重の増加に伴い,軸面にも浸入が認め

られた｡しかし, 3種すべてのセメントで　　　回衝撃

荷重を負荷しても唆合面への浸入は認められなかった｡

以上から,適合の良いクラウンをセメント層を可能な

限り薄く,接着性を有するセメントで合着することが最

良の方法であることが示唆された｡

稿を終わるにあたり,終始御懇篤なる伽指導を賜った恩師歯

科補綴学第二講座主任故羽雲達夫教授に深甚なる謝意を表し,

本研究に対し櫛指導,櫛校閲を戴いた同講座腰原　好教授に深

謝するとともに,衝援助,櫛協力くださった同講座喬藤文明助

教授ならびに講座研究貢各位に厚くお礼申し上げます｡さらに

種々の御助言,櫛協力を賜った歯科理工学講座主任住井俊夫教

授,同講座河EB英司助教授ならびに歯科理工学教室員各櫨に深

謝致します｡

参　考　文　献

1)塩沢育巳　　　　セメント合着による全部鋳造冠の

三次元的変位に関する研究,目補緩歯会誌

102.

2)高橋典章　　:荷室下でのクラウン合着セメント
層の応力解析,歯医学
3)甘利光治,坂本義典,高橋典章,末瀬-彦,川上
健,菊地　肇　　:荷重方向の差異による鋳造冠合
着セメント層の力学的挙動について,日韓綴歯会誌,
25 : 15-23.

4)木村秀仁　　:クラウン･ブリッジにおける各種

合着材の辺縁封鎖性に関する実験的研究,歯科学報,
88 : 337-357.

5)柿川　宏,田島清司,林　一郎,小園凱夫

カルポキシレートセメントの合着力におよぼす繰り返

し荷重の影響,九州歯会誌, 43 :

6)柿川　宏,横山有紀,田島清司,林　一郎,小園凱

夫　　　繰り返し荷重によるセメント合着強さの研
究,歯材器

7)官本　諭　　　　ブリッジの保持力に関する実験的
研究,日補轟歯会誌

8)野口八九重　　:最近の歯質接着性セメントをテ
ストする

9)東野信夫　　　　グラスアイオノマ-セメントの歯

賛接着性に関する研究,歯材器

10)日比野靖　　　　被着材の種楽,被着面の表面処理
および被膜厚さが合着用セメントの接着強さに及ぼす

影響,歯材器, 9 :

ll)野口八九重,中村かおり,小薗正芳之,越中　優

歯科用セメントの接着強さと圧縮強さ-温度
依存性-,歯材器　　　　　　.

12)野口八九重,中村かおり,赤間ゆかり,菊地敬戚

:歯賛接着性セメントの接着強さの経時的変化

第1報　サーマルサイクル試験条件の設定,歯材器,
5 : 660-665.

13)宮入裕雄,高久田和夫　　　　接着レジンのサーマ

ルサイクリング,接着歯学

14)野口八九重,中村かおり,赤間ゆかり,山本　秀

:歯覚接着性セメントの接着強さの経時的変化
第2報　被着材と接着材の熱膨張係数差が及ぼす接着

強さへの影響,歯材呆

15)岡崎邦夫,西村文夫　　　歯科用りん酸亜鉛セメ
ントの疲労について,歯材器

16)佐藤　亨　　:支台歯の軸面傾斜角とセメントの

種楽が合着力に及ぼす影響について,歯科学報, 86 :

- 14　-



歯科学報

805-823.

17)官本　諭,高川徹-,野崎　顔,谷中信彦,中村善
治,今井敬晴,野口幸彦,花村典之　　　　各種歯科
材料の疲労に関する研究　第1報　合着用セメントお
よび支台築造用コンポジットレジンの圧縮強さについ
て,冒捕虜歯会誌

18) Silverstone, IJ. M. (1966) : The primary trans-

lucent zone of enamel caries and of artficial

caries-like lesions, Brit. dent. J., 120 : 461-471.

19) Silverstone, IJ. M. (1967) : Observations on the

dark zone in early enamel caries and artificial

°　　　　　　　　　　　　　　　　　4.

20) Silverstone, L M. (1968) : The surface zone in

caries and in caries-like lesions produced in

vitro, Brit. dent. J., 125 1. 145-157.

21)近藤清-郎,大川昭治,太田　守　　　　歯科用修

復材料の動的耐久性に関する研究　第2報　コンポ

ジットレジンの繰返し衝撃圧縮特性について,歯聾工
誌, 21:

22)堀田正人,平田健一,野田治彦,小松盛樹,木村健
一　　　　臼歯用コンポジットレジンの辺縁封蛮性に

関する研究一繰り返し加重の影響について-,岐歯学

誌

23)木村直人　　　　臼歯部コンポジットレジンの接着

強さ　第2報　繰り返し荷重による耐久性試験,歯材
器, 6 :

24)佐藤一夫　　　　各種合着材がクラウン合着時の浮

き上がりに及ぼす影響に関する実験的研究,歯科学

#, 89 : 1317-1337.

25)吉田恵夫　　:歯科鋳造法の実用精度について,
臼補緩歯会誌, 2 :

26)長井正行　　　歯冠軸に関する研究,歯科学報,
64 : 46-75.

27)門平忠一郎　　　　臼歯全部鋳造冠の支台歯形態と

歯髄腔との関係,歯科学報
28)青木潤一　　　　全部鋳造冠の支台歯形態と保持力

に関する実験的研究,日補額歯会誌

29)遠藤達雄　　　　鋳造修復物合着用セメントに関す

る研究　2.合着用セメントの話性質と保持力,臼歯
保誌

30)上条薙彦　　:日本人永久歯解剖学,第13版,
アナトーム社,東京.

31)井出善美子,総山孝雄　　　セメント合着による
全部鋳造冠の浮き上がりを防止する一法について,冒
保歯誌, 4:

上　　　　し､. Tく∴　　　　､

Reliefofresistance of cement of full cast crowns,

a. prosth. Dent., 14 I. 95-106.

33)倉賀野勲　　　　カルポキシレートセメント,コン
ポジットタイプおよびリン酸亜鎗セメントの操作条件

が合着性能に及ぼす影響,歯材雰誌, 32 :

34)塩沢育巳,松下和夫,加藤　均,石岡　亮
続合理的な合着,臼歯評論

35)近藤清一郎,大川昭治,太田　守　　:歯科用修

93, No. 2 (1993)　　　　　　　　　　　　　　　145

復材料の動的耐久性に関する研究,北海道歯医師会
誌, 35:

36)平林　茂,三宅裕昭,杉田英雄,平涯　忠
コンポジットレジンの衝撃試験法について,歯丑工
誌, 22:

37)安井嘉札　横川佳典,望月彰久,西村雅文,柴谷
責子,福田和彦,竹村金造,土谷裕彦　　:白歯部
修復用複合レジンの辺縁封鎖性に及ぼす繰り返し荷重
の影響,阪大歯学誌

38)増原英一,桝田屋慎一　　　接着性レジンによる
文台へのジャケット冠の接着一接着による耐衝撃性向
上効果-,歯科技工

39)小港正明　　:繰り返し荷重による内側性小型鋳
造修復物保持力の変化に関する研究,鶴見歯学, 14 :
127-139.

40)久保至誠,小山浩一郎,大港雅博,松元　仁
コンポジットレジンの磨耗に関する研究　第1報　繰
り返し衝撃荷重に対する各種コンポジットレジンの特
性,臼歯保誌, 32:

41)岡本　明,榊原　薫,辻　和江,福島正義,子田晃
-,岩久正明,細田裕康　　　各種臼歯修復用コン
ポジットレジンに関する研究　第2報　繰り返し荷重

の影響について,臼歯保誌
42)熱田　充,須義　博,田中卓男　　接着性ブリッ

ジの維持力に影響する因子について,日額緩歯会誌,
28 : 695-701.

43)伊藤博子,岡田　忠,涯辺英雄,荒木　繋,黒田
拓治,高橋純造,丸山剛郎　　　接着ブリッジの維
持力に関する研究一繰り返し疲労試験について-,接
着歯学

44)堀江恭一,中島章富,細田裕康　　　臼歯修復用
レジンの耐久性に関する研究　その1繰り返し圧縮
の影響について,歯材器

45)佐藤　亨,大内仁之,冨山佳寿人,井上裕之,石廉
-,富田右京,太宰三男,中港　章,斎藤文明,腰原
好,羽賀通夫,河田英司,住井俊夫　　　ポーセレ
ンラミネートベニアに関する研究一繰り返し衝撃荷重
による検討-,接着歯学

46)大内仁之,冨山佳寿人,井上裕之,石原　一,池田
敦治,宮田右貢,太宰三男,佐藤　亨,斎藤文明,
腰原　好,羽翼通夫,河田英司,住井俊夫　　　セ
ラミックス系に対する合着材料の接着強さに関する研
究,接着歯学

っ　　　　　　　っ　　　　っ　Rっ

swartz, M. IJ. and McCune, R.J. (1972) ･. Obser-

vation on a composite resin for class II restorati

oll　　　二〉　　　　　　　　　:

48)小倉英夫,中村健吾,高頭　泉　　　充てん材の
辺縁封鎖性に関する研究　第1報　試験方法と試験条
件について,歯理工誌

49)柴谷貴子,前田まは,菅原恭子,鳥井康弘　竹村
金造,土谷裕彦　　　接着性レジンセメントの辺縁
封負性,臼歯保誌, 27:

50)桜井和子　　　歯科用アマルガムの温度変化に関

15



146 宮田:繰り返し衝撃荷重のセメント層への影響

する実験的研究-サーマルサイクリングの影響につい
て-,歯科学報

51)宮崎　隆,鋳木　嘆,害治俊幸　　　　サーマルサ
イクルが白歯用コンポジットレジンの機械的性質に及
ぼす影響,歯材審

52)稲用隆史,宮崎　隆,大峰由美子,鈴木　嘆,害治
俊幸　　　　サーマルサイクルが臼歯用コンポジット
レジンの表面性状に及ぼす影響,歯材器
652.

53)斎藤　望,鎌田　誠,小林　薗彦,福井光行,大旭
昇,内山洋一　　　　接着性レジンの保持力に関する
検討-クラウン形態について-,北海遺歯医師会誌,
40 : 176-182.

54)河田英司,住井俊夫　　　　蛍光浸透探傷試験法の

歯科への応用について,歯科学報

¢　　　　　　　岩久正明訳　　:セメント

合着された修復物の精度に関する要求,歯材器
工

56)竹花庄治　　　クラウンの適合,歯科技工別冊,
12-15.

57)住井俊夫　　:精度の高い鋳造体を作るにあたっ
て,歯科学幸乱

58)吉田恵夫,佐藤　弘,鹿沼品夫,田端恒夫　　:
セメント合着による鋳造冠の浮き上がりについて
第1報　金属原型使用の場合,日補緩歯会誌, 4 :
157-161.

59)小野　喬　　　　口腔内における各種鋳造修復物の

適合性に関する研究, E]歯保誌, 21 :

60)小野　喬,久保田稔,山崎正隆,中里適彦,奥田
礼一,和久本貞雄　　:鋳造修復物のセメント合着
による浮き上がりを防止する方法について　その1A
DA規格原型を用いての適合試験,日保菌誌
295-299.

61)村上繁樹　　　　歯冠補産物が歯牙,歯周組織に及
ぼす影響について,日韓緩歯会誌

62) Kakigawa, H. (1985) Durability of luting

cement in dynamic conditions. J. Kyushu Dent.

:45三上

63)赤坂　巌,竹下朝也,西山　実,安斉　碕,井上
忠志,藤本一夫,椎原邦章,川上　博　　　　カルポ
キシレートセメントの研究(第2報)寸法および重量変
化について,日大歯学

64)南部俊之,谷　嘉明　　:歯科用セメントの寸法
変化に関する研究,歯材器誌

65)赤坂　巌,安斉　碕,竹下朝也,友常一雄,斎藤
武義,大井　活,泉　林二　　:カルポキシレート
セメントやの研究(第4法)主として被膜厚さ,粉液比
および粒度と接着力について,日大歯学
427.

66)入江正朗　　　　グラスアイオノマーセメントの合

着力に関する研究,歯材器誌

67)今村義彦　　　　カルポキシレートセメントの接着

試験方法の検討一両面接着試験法について一日大歯
学

68)門磨義則　　:歯科口腔庸域のやさしい接着剤の

はなし,罪-版　　　　　書林,東京.

Ukyo MIYATA : The Effect of the Repeated Impact IJOad on the Cement

layer after Crown Cemehtation, Shihwa Gahuhou, 93 I. 131-148, 1993.

(Department of Crown and Bridge Prosthodontics Tokyo Dental College,

Chiba 261, Japan)

Key words : Repeated impact load-Dye penetration-Cement layer-Adhesive strengt

h-Thermal cycle

'　　'　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　.　　　　　　　Å　-･

cement was evaluated using experimental crowns adjust with mould abutments for testing and

crowns with natural teet,h abutments. Crowns cemented on mould abutments with cement

H

〟

℃

and 60oC for 10,000 cycles. For the naturalteeth abutments the dye penetration was observed

after repeated impact load. Through our observation, concluded as follows :
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1. Mould abutments and experimental crowns

l) Zinc phospha.te cement (Elite Cement 100)
"　　　　　　　　　　　　　　　　　"

and it was not reduced after applying the repeated impact load and thermalcycles･

Regardless of the degree of cement line, however, the dye penetration from the border was

noted, and an inner rupture of cement appeared as the number of times of repeated impact

load increased in "cement sace 200".

2) P- ester resin cement (Panavia EX)
"

after applying the repreated impact load･ After thermal cycles, however, it was reduced to

approx, one half of the initialvalue.

"　　　　　　　　㌦

reduced after the repeated impact load, but was reduced to one half after the thermal cycles･

The dye penetration was noted in more than 6/8 0f cases after the thermal cycles･

3)4-

In the cace of "cement space 0", the cementing force was 460kgf approx･, and it was

slgnificantly reduced to 300kgf approx, after applying the repeated impact load･ After the

thermal cycles, it was reduced to approx, one thied of the initial valus･
"

350kgf after the repeated impact load, but was reduced significantly to 140kgf after the thermal

cycles.

The dye penetration was noted in "cement space 0" after 30,000 times of impact load and in

"

load. it was noted in all caces after applying the thermal cycles･

2. Natural teeth abutments and crowns

with the zink phosphate cement, the dye penetrated into the shoulder reglOn With 3/8 0f

caces with no impact load･ As the times of repeated impact load in creased to 5･000 and lO･000

times, the dye penetrated into the axialsurface･

with the P- ester resin cement and 41META resin cements, the dye penetration was noted

at the shoulder reglOn With no impact load･ As the times of repeated impact load increased, it

penetrated into the axial surface.

with all three kinds of cements, however, the dye penetration into the occluding surface

was not noted even after applying 10,000 times of impact load･

It is suggested from the above results that it would be the best way for the adjustment of

crowns to be cemented by applying adhesive cement making the cement line as thin as

possible.
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宮田：繰り返し衝撃荷重のセメント層への影響  148   

図14 ELの色素浸入状況   
（セメントスペース0荷重回数30，000回）  

図17 ELの色素浸入状況   
（セメントスペース200荷重回数30．000回）  

■  
図15 PEの色素浸入状況   

（セメントスペース0荷重回数30，DOO回）  
図18 PEの色素浸入状況  

（セメントスペース200T．C．）  

図19 SBの色素浸入状況   
（セメントスペース200荷重回数3仇000回）   

図16 SBの色素浸入状況   
（セメントスペース0荷重回数30，000回）  
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