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本日は大学の公開講座ということで，皆さん多数
ご出席頂きましてありがとうございます。私も実は
真砂３丁目に住んでおりますので，皆さんの前でお
話できることを大変光栄に思っております。司会の
方から，分かり易く話をするよう言われております
が，もし分かり難いところがありましたら，途中で
も構いませんから「分からない」と声をかけて頂け
ればと思います。

歯科理工学講座というのは，実は歯学部を持って
いる大学は全てこのような歯科理工学，いわゆる歯
科材料の講義をする講座を持っているのです。とこ
ろが医学部のある大学にはこのような講座はありま
せん。何故かと言いますと，先ほど佐藤先生のお話
がありましたように，歯を治療する上で，歯という
のは体の中で一番硬くて丈夫な場所なので，それを
やはり物で置き換えるには，それなりのいろんな材
料があるからです。そういった材料の知識をきちん
と持った人が治療をしなくてはいけない，そういう
様な意味で歯学部には材料学の講座があって，研究
と教育をしているということになります。

そこで私共は材料を研究しているわけですが，こ
の１０数年の間に非常に私共研究者を悩ませる新聞や
マスコミの報道が何度かありました。その一つはも

う１０数年前になりますが，毎日新聞に，歯の詰め物
からホルモン様物質の「ビスフェノールＡ」という
ものが出る，という記事が載りました（１９９７年１２月
２８日）。さらに２００１年に，今度は同じく詰め物から，
「ベンゾフェノン」という，詰め物のレジンの変色
を防ぐために加えられた物が溶け出すという報道が
ありました。それから数年前になりますが，東京新
聞で，歯の補綴物から鉛が出てきたという記事があ
りました（２００８年３月１６日）。そして今年の２月には，
TBS の報道番組でベリリウム含有の中国製技工物
が特集されました。

このようにマスコミではいろいろ，歯科の材料の
中から危ない物があるという報道があるのですが，
実際にどういう物が使われているかという話を今日
は聴いて頂きまして，実際に心配なのか安全なのか
というところを皆さんに知って頂こうと思います。
話の内容としましては最初に材料とはどんな物かと
いう少し基礎的な話を致します。そして歯科治療に
使う材料に先ほどの話の中で，金属とセラミックス
とレジンが出てきました。どういうセラミックスあ
るいはどういうレジンが使われているのかという話
をしまして，最後にこういった物を使う為にはやは
り厚生労働省の認証あるいは承認がないと使えませ
んので，認証・承認制度について話をさせて頂きた
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いと考えております。
まず，こちらをご覧になってください（図１）。何

でできているかと言われますと，「これはプラスチッ
クのスプーンでしょう」と，「これは陶器でしょう」
と，「これは金属でしょう」と目で見て分かると思
います。でもどうして皆さんはそこの位置に座って
いて，これは金属だと分かるのでしょうか。皆さん
は大体，触らなくても，遠くから見ても，あれは金
属だなと分かる訳です。何故かと言いますと，金属
には白い物は無いですし，透明な物は無いですよね。
それからプラスチックやこの陶器を見ますと，大抵
白いです。しかも，触らないと分からないこともあ
りますが，形や色を見れば大抵の物はわかります。
プラスチックや金属は落としても割れませんが，陶
器は落とせば割れるということはご承知ですよね。
それは全てひとつひとつ作りが違うからです。そこ
でこのプラスチックの場合はどういう物からできて
いるかと言いますと，炭素が鎖のようにつながった
物が絡み合ってできているのです。そして，陶器の
場合は元素でいきますとケイ素と酸素が結びつい
て，ガラスになっていたりあるいは結晶になってい
たりします。こういった金属の元素と酸素が結びつ
いた物をセラミックス，あるいは陶器と呼んでいま
す。それから金属ですが，例えば鉄ですと，鉄の原
子核がいっぱいあり，その周りを電子が自由に動い
ている形で結びついています。これを口の中とか液
体の中に入れますと，電子がポッと飛び出して行き
ますので，この陽イオンが溶け出します。先ほど佐
藤先生から金属は溶け出す物があるというお話があ

りました。金属はこういう結合をしています。従っ
て自由に電子が動いていますので，電気も通します
し，熱も伝えるということになります。これは反対
に陶材やプラスチックは電気も通しませんし，熱も
伝えないということになります。

私達人間は上手いことに，多くを視覚で判断でき
ます。これを見て何だかほとんどの人がご存知です
ね（図２）。これを生活で毎日使っている人は多いと
思いますが，洗濯バサミです。洗濯バサミはプラス
チックとバネに金属を使っています。つまりプラス
チックではバネは作れないわけです。作れないと
言ったら語弊がありますが，丈夫なバネはできませ
ん。ですから金属を使って上手く洗濯バサミにして
います。ところが洗濯物を挟むところに鉄を使いま
すと洗濯物に錆びが付いてしまいますので使えませ
ん。こういう性質を上手く組み合わせて使う，この
ように組み合わせた材料を，私共は「複合材料」と
言っております。普通はプラスチックと呼んでいま
すが，歯科ではレジンという呼び方をしています。
ですから歯科材料は，金属とセラミックスとレジン
の３つと，さらにセラミックスとレジンを組み合わ
せた複合材料，コンポジットレジンという名前で
使っております。これから金属とセラミックスとレ
ジンと複合材料，この一つ一つについてもう少し解
説をさせて頂きたいと思っています。

口の中に金属のクラウンが入っていたり，レジン
が入っていたり，あるいはセラミックスだけが入っ
ていたり，こういういろんな物が入っている患者さ

図１ 図２
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んはそんなにはいないと思いますが，いろんな歯科
治療材料です（図３）。こういう物が口の中に入って
きます。

そこで先ず金属の話からしたいと思います（図
４）。歯科に用いられる金属というのは，この Au
と書いてあるのは実は金です。Ag と書いてあるの
は銀です。Ni と書いてあるのはニッケルです。Co
と書いてあるのはコバルトです。あと Fe は鉄，Ti
はチタンです。この先頭に書いてある金属は主に金
属材料として歯科に使われています。金合金は軟ら
かい金合金と硬い金合金が種類別に分かれていま
す。軟らかい金合金は大体，金が８４．３％，硬い方は
金が６７％位で，白金とかパラジウムがたくさん入っ
てきます。こういった物が歯科用の金合金というこ
とになります。何で金をたくさん使うのかというこ
とになりますと，先ほどから金属という話が出てい
ますが，金属には金，白金，銀，銅，それから，ニッ
ケル，コバルト，クロム，チタンがあり，こういっ
た物が歯科で使われています。これは唾液あるいは
口の中や酸とか水の中につけたときに，溶け出しや
すいか溶け出しにくいか，というのを順番に並べた
ものです（図５）。イオン化傾向が小さいもの，金と
か白金とか銀は溶け出しにくい金属なんです。だか
らこれを歯科の治療に使っています。逆に，溶け出
しやすいのに使っている物があるのではないかとい
うことになりますが，これはまた別の，チタンとク
ロムは表面に酸化膜を作って溶けにくくなるという
特徴を持っています。実際に金合金は歯科の場合，１８
カラット以上の貴金属を含んだものを歯科用合金と

して使っています。デパートへ金の指輪を買いに
行って，皆さん何カラットの指輪を買いますか？大
抵１８金という言葉をよくご承知だと思います。実は
純金ですと非常に軟らかくて，指輪にしても握手す
ると変形してしまうので，少し硬くしなくてはいけ
ないということで，銀と銅を入れているわけです。
１８金というのは金が７５％入りまして，残り銀を約
１２．５％，銅を約１２．５％入れて作ります。歯科の場合
も銀と銅が入るわけですが，この１８カラット相当の
金合金を治療に使っています。

これはタイプ１からタイプ４と書いてあります
が，これが実は強さと展延性をグラフにした物です

（図６）。タイプ１の金合金は金がたくさん入ってい
るのですが，非常に軟らかくて伸びのある，逆にタ
イプ４というのは非常に硬くて伸びは少ないのです
が，強い合金になります。従いましてこの金合金が

図３ 図４

図５
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タイプ１からタイプ４まであれば，ほとんど口の中
の治療はできるのです。ただ，総ての皆さんが金で
治療できるわけではありませんので，やはり保険で
治療するにはそれに代わる金属が必要になります。
その保険用金属として金銀パラジウム合金（金パラ）
という，銀が半分ほどの合金が使われているのが現
状です。先ほど，佐藤先生のお話の中で，クラスプ
という話が出てきましたが，色を見ても金色をして
いない。こういったものは金合金ではないのではな
いかということになりますが，それは金銀パラジウ
ム合金であったりコバルトクロム合金であったりし
ます。ほとんど先ほどの金合金のタイプ１～４と同
じようなところに強さがありますから，金合金の代
わりに使えるということになります。コバルトクロ
ム合金やニッケルクロム合金の特徴は，金合金の約
１０分の１の価格で安いこと，また弾性率が金合金の
約２倍で丈夫なことです（図７）。それから密度が小
さく，非常に軽いという利点もあり，腐食しないと
いう特徴がありますので，金合金よりちょっと加工
性は劣りますが，コバルトクロムやニッケルクロム
合金というのが代わりに使われております。ですか
らこういった物が使われている場合は，多少ニッケ
ルにアレルギーのある人は気を付けなければなりま
せん。

さらにインプラントという治療があります。顎の
中に金属の杭を打ちこみますが，この杭が何ででき
ているのかと申しますと，これはチタン合金ででき
ています。この純チタン・チタン合金の機械的強度
は，先ほどの金合金と似ております。チタンの特徴

といいますのは非常に強いということと，錆びない，
もうひとつは金属の中では最も骨と結合しやすいと
いう生体親和性を持っています（図８）。それと経済
的にも安く，金合金の約１０分の１の値段で使えると
いうのが特徴になります。ただ難しいところは，非
常に融点が高くて加工性が悪いというのがチタンの
欠点です。私も実は自分の専門は，チタン及びチタ
ン合金の研究ですので，そういった意味では将来チ
タンが生体の中で非常に役立つと考えます。鉄器時
代，鉄が主体でしたが，東京湾アクアラインの橋が
チタンでできていたり，あるいは福岡ドームの屋根
がチタンでできていたり，次第にチタンがたくさん
使われてきています。やがて鉄器時代からチタン時
代へと，そのように見る人がいるかもしれません。
ということで，金属の話は終わりまして，今度はセ
ラミックス材料で治療した場合，セラミックスとい

図６

図８

図７

講 演 抄 録５９４

― 46 ―



うのはどういう物が使われているかという話をした
いと思います。

この一つ一つの瓶に入っているのは陶材の粉で，
ポーセレンとも呼んでいますが，色調の異なる沢山
の種類があります（図９）。こういう粉を水で溶いて
形を作っていきまして，さらに電気炉で焼きます。
焼き上がりますと，非常に天然歯の色調に近い物を
作ることができます。セラミックスの特徴は審美性，
透明性があって，摩耗はしなくて強いということが
言えますが，短所としましてはご承知のように，割
れやすくてもろい，加工が難しいということです（図
１０）。また，焼いて固めますので，縮みが大きく精
度が落ちるというところは欠点になります。皆さん，
朝ご飯は何に入れて召し上がりますか。大概の人は
アルミの皿じゃありませんよね，お茶碗だと思いま
す。何故かと言いますと熱いご飯はお茶碗に入れな
いと熱くて持てませんよね。金属のお椀ではちょっ
と大変です。このセラミックスの陶器，食器はほと
んど長石と陶土と石英の３つを混ぜ合わせて作られ
ています。有田焼だとか伊万里焼とかいろいろあり
ますが，全て長石と陶土と石英が上手くミックスさ
れた土を持ってきて焼いています。食器のほとんど
はこの３つの成分の中でも，長石が少ないところで
作られています（図１１）。ところが歯科用の歯にする
陶材の方は長石を主体とした成分で作っています。
何故かと言いますと，歯は透明性が重要になってき
ます。見た目に歯というのは割と半透明なのです。
完全なガラスのように透明ではありませんが，半透

明なのです。ですから透明度を出すためには，長石
をたくさん入れないと出せないのです。そういった
ところから歯科用陶材の場合は，普通の食器と違い
まして長石が多い成分の物が使われているというこ
とになります。オールセラミックスブリッジという
のが最近治療で使われていますが，実はこの中身を
見ますと，内側に強い陶材がありまして，外側に色
を出す陶材をかぶせている治療をしております。そ
れで見た目にきれいに治るということなのですが，
これを断面で割って，どういう構造をしているかと
いいますと，一番内側は強度の強いコアの陶材，そ
の次に少し半透明のデンチン陶材，さらに上には非
常に透明度の高いエナメル陶材，こういうふうな３
層あるいは４層の構造を作って，非常に天然歯に，
自分の歯に近い色を出しているというのがこのオー
ルセラミッククラウンと呼ばれて最近の治療に使わ

図１１

図９ 図１０
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れています。このセラミックス材料というのは１９００
年代初めから歯科の治療に使われておりました。い
ろんな物がずっと出てきたのですが，適合性，作っ
た物が歯にぴったり合うかどうか，それから強度，
そういった物が次第に上がってきまして，最初は長
石系の陶材だけだったのですが，ジルコニアという
のが最近ではトピックスになってきております。あ
ちこちでこういった物が使われつつあるというのが
現状です。ジルコニアという物が，非常に強度が強
くて硬いものですから，コンピュータを使って削り
出します。金属のチタンの場合も削り出して作って
いる物がありますが，次第に作り方もコンピュータ
でデザインして，形を削り出すという方向に変わっ
てきています（図１２）。

それから次は，このような虫歯でこういったとこ
ろが無くなってしまった歯を，どう治したらいいか
ということで，こう治ったわけです（図１３）。割と隣
の歯に近い形で，しかも色調も似たような形で治っ
ています。こういった材料を成形修復材あるいは充
填材といいます。これがいわゆる歯の詰め物，レジ
ンといわれる材料です。そのレジンという材料につ
いてお話をしたいと思います。

製品のコンポジットレジン材料は，チューブの中
に入っているのですが，このチューブの中に入って
いる物がどういう構造をしているか，顕微鏡で見ま
すと，白っぽい物と周りを埋めている物があります

（図１４）。そこでこの白っぽい物は何だろうと調べて
みますと，Si（ケイ素）と O（酸素）とアルミ，バリウ

ムもちょっと入っています。バリウムは何故かとい
うと，レントゲンで写したときにレジンが入ってい
るかどうかがわかるようにバリウムを入れています
が，この白い物の主体は，Si と O，つまり先ほど
言いましたセラミックス材料そのものです。歯の詰
め物はセラミックス材料と周りを埋めるレジンから
できています。レジンというのはここに炭素の二重
結合があり，この二重結合のあるところが離れて，
隣に分子が鎖のように繋がっていきます（図１５）。こ
ういった物が多官能のモノマーと言いますが，こう
いう物で歯の詰め物のレジンはできています。その
レジンのベースが大体１０～４０％，先ほど言いました
酸化ケイ素（SiO２）が６０～９０％，これでもうほとん
どです（図１６）。これを用い歯の詰め物に使っていま
す。実際にこのモノマーから溶け出してきた物，そ
れからこの色を少し抑えるために使われた物，こう

図１２ 図１３

図１４
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いった物が若干溶け出してくるのが環境ホルモンだ
ということで，マスコミ報道になったということで
す。このコンポジットレジンも，最近はナノの時代
と言われていますので，ナノフィラーという非常に
微細な粒子を入れて強くなって，最初は小さな窩洞
に詰めるだけの材料だったのですが，今ではこのコ
ンポジットレジンで大体歯冠部分も治療ができると
いう材料に変わってきています（図１７）。実際にコン
ポジットレジンからどれだけビスフェノールＡが溶
け出すのだろうということで，患者１人に１ｇのコ
ンポジットレジンを充填した場合で計算してみます
と，９６ナノグラム／体重当たりになります。この量
は，最も多い１日の摂取量として日米欧共通で大丈
夫ですよと言っている量の５００分の１以下です。従っ
て，溶け出すという報道があったとしても，実際に
体への影響はあまり心配ないのが実情です。さらに

もう一つ，コンポジットレジンの色が変わるのを防
ぐ為に添加されている材料，これも０．８マイクログ
ラムの HMBP が溶け出るということが言われまし
たが，この溶け出した量というのは人へのリスクで
考えますと１億分の１の量しか溶け出していませ
ん。そういった意味でも心配はいらないだろうと考
えております。

金属とセラミックスとレジンと代表的な歯科材料
を紹介してきましたが，実は日本の場合「薬事法」
というもので制度がきちんとできています。薬事法
というと薬だけではないのです。薬はもちろん，治
療に使う材料，器械，全てになります。これを医療
機器と呼んで，クラスのⅠ～Ⅳまであります（図１８）。
クラスⅠはリスクが低く，人への危険性がありませ
ん。ピンセットや X 線フィルムなどがこれにあた

図１５ 図１６

図１７ 図１８
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ります。反対に，インプラント，漂白剤，レーザー
治療器など人への危険性が非常に高いものをクラス
Ⅲ・Ⅳとして，このⅠ～Ⅳまで順に危険性が高いも
のに分けています。名前を，一般医療機器，管理医
療機器，高度管理医療機器と分類しています。分類
しますと，歯科材料では２００５年の段階で３２５品目あ
り，クラスⅡ（管理医療機器）がこの中では１８８と一
番多いです（図１９）。歯科の中でクラスⅡの機器はど
んな物があるかと言いますと，お話ししました金合
金，レジン，コンポジットレジン，こういった物に
なります。吸収性骨再生用材料，ブタ歯胚組織含有
歯周組織再生用材料，いわゆる生体組織を動物等か
ら持ってきて使う材料は危険性が高いということ
で，クラスⅣに分類しています。こういうクラス分
けをしまして，製造販売においては，クラスⅠ（一
般医療機器）の場合は，製造販売許可は必要ですが，
承認は要りません。クラスⅡ（管理医療機器）の場合
は，認証機関で認証を得ないと製造販売できません。
クラスⅢ，Ⅳ（高度医療管理機器）になりますと製造
販売は，厚生労働省の承認が要ります。認証と承認
の違いというのは，認証は外部の民間の認証機関が
判定するもので，承認は厚生労働省が判定します。
こういった販売規制を通った物でないと，医療器材
として歯科医師であっても使えません。そこで認証
や承認を得るために必要なことは全ての医療機器に
当てはまる基本要件と個々の器材の技術基準に適合
することです。この技術基準とは，医科で使う物，
歯科で使う物全て JIS の中にあります。例えば充填
用シーラーや義歯安定用糊剤，先ほどの金合金，銀

合金も全部，JIS T（医療安全用具）の中で決まって
おります。この中に今日の講演の冒頭に出てきまし
た，ベリリウムやカドミウムが入ってはいけないと
明記されています。

治療方法による医療機器の分類と品目数ですが，
先ほど医療機器は約４０００あって，歯科はこの内約５５０
というお話をしました。現在ほとんどは人工材料（金
属，セラミックス，レジン等）で置き換える治療で
す。これからの将来は，動物や人の生体組織を使っ
て置き換える，あるいは今始まっている皮膚の再生
など，生体組織を再生する治療法がありますが，こ
の品目数は，現在歯科では５７０位の内６品目しかあ
りません。全体４０００品目の内でもまだ１２品目しかあ
りませんが，世の中 iPS 細胞と言って，人の内臓や
歯も再生した物で治療ができるという夢が広がって
います。ただ現在のところは非常に限られた品目数
です。

私は材料のお話を中心にしていますが，先ほど佐
藤先生のお話にありましたように，歯の喪失と生命
予後，歯が１６本以上残っている人は長生きします。
入れ歯をしていない人は生存率が低いので，入れ歯
をした方がいいです。口腔ケアをしますと肺炎の発
症が４０％低下します。歯の咬み合わせを良くします
と転ぶ回数が減ります（図２０）。このように口の中を
治療して，食べることができるようにする事が健康
で長生きする方法だということで，ぜひ歯科医院へ
行って頂き，かかりつけの歯科医師を見つけて頂く
ことをお願い致しまして，私の話を終わらせて頂き
ます。ご清聴ありがとうございました。

図１９ 図２０
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