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はじめに

歯内療法処置歯に対しての支台築造に用いられる
ファイバー強化型コンポジットレジンポスト（FRC
ポスト）は，メタルポストと比較して，審美性に優
れ，弾性係数が歯質に類似しているため歯根破折を
生じ難いなど，その有用性は高く評価されている１）。
しかし，臨床報告によるとファイバーポストを用い
た支台築造においてポストの再治療の原因として，
ポストと根管象牙質の接着不良による脱離が多いと
報告されている２）。したがって，歯内療法処置歯に
対してファイバーポストを用いた支台築造を行う場
合，ポストと根管象牙質の接着力を確実にする必要
があると考える。

従来の接着性レジンセメントによるポストの合着
には，根管内象牙質に対しエッチングを行い水洗す
る方法とセルフエッチングプライマーを用いる方法
がある３）。これらはいずれも酸性のエッチング材や
セルフエッチングプライマーに含まれる酸性モノ
マーで歯面処理を行ったのち，ボンディング材によ
りポストを歯質に接着させる手法で２ステップ以上
の操作があり，確実な接着力が得られるもののテク
ニックエラーが生じ易かった４）。近年，歯面の前処

理を必要とせず，術者の操作技術を簡易化し，操作
性を向上させたセルフアドヒーシブレジンセメント
が普及してきた５）。このセルフアドヒーシブレジン
セメントによるポストの接着固定についはその有用
性が不明である。そこで本研究はファイバーポスト
と支台築造用レジンで作製したポストを，従来の接
着性レジンセメントとセルフアドヒーシブレジンセ
メントを用いて合着し，ポストの維持力を検討した。

材料と方法

歯根の準備
被験歯は冷凍保存した牛前歯（歯髄腔の直径が３

mm 以下）を用いた。歯冠部を CEJ で切断し Ni-Ti
ファイルで根管形成を行った。根管洗浄は３％
NaOCl と１８％EDTA を併用した。レジン系シー
ラーを併用し，ガッタパーチャで根管充填した。ポ
ストスペースは，直径３mm のドリルにて深さ４
mm に調整した。臨床においては，通常ポストス
ペースにできるだけ適合したファイバーポスト径で
長軸の深さは歯根長の２／３程度の８～１０mm に設定
される。しかし，本実験において，ポストスペース
の深さを８mm にするとほとんどの試料で，ファイ
バーポストと把持部またはファイバーポストと支台
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築造用レジンとの間で破壊が起こり，接着システム
の違いを評価できなかったので，臨床上とは異なる
状況であるが接着システムによるポストの維持力の
違いを明らかにするためにポストスペースの深さを
４mm とした。
ファイバー強化型コンポジットレジンポストと
レジンを用いたポストの植立

根管充填した歯根を４つのグループに分け，
FRC ポスト（FibreKleerⓇ，ペントロンジャパン：
直径１．５mm）と支台築造用レジン（ポストレジン，
サンメディカル）を用いてポストを作製した。支台
築造法は直接間接法とし，ポストスペースに分離材
を塗布し，支台築造用レジンを填入しファイバーポ
ストを植立させ１０秒光照射した後に，ポストを取り
出し，４方向から１０秒ずつ光照射し硬化させた。硬
化後のポストとポストスペースは水洗し，分離材を
除去し乾燥させた。ポストは表１に示す４種類の接
着システムで合着した。接着システムの合着用セメ
ントは，従来型接着性レジンセメントでエッチング
＆リンスタイプのスーパーボンド C&B（サンメディ
カル：SB），セルフエッチングタイプのパナビア F
２．０（クラレノリタケ：PA）を選択した。セルフアド
ヒーシブタイプとしては SA ルーティング（クラレ

ノリタケ：SA），G‐ルーティング（ジーシー：GL）
を選択した。各セメントで合着した試料は３７℃の水
中に１日または１４日間静置（１day，１４days），また
は４℃と６０℃の水中に交互に３０秒間浸漬するサーマ
ルサイクルを１０，０００回負荷した（TC）。
支台築造体の維持力の評価

ポストを植立した歯根はアクリルリングに常温重
合レジンで包埋固定した。引抜き試験を行うにあた
り，図１の模式図に示すようにファイバーポストに
把持部を付与した。その把持部を治具で保持し，ク
ロスヘッドスピード０．５mm/min で万能材料試験機

（オートグラフ AG-I ２０kN，島津）を用いてポスト
を引き抜いた。引抜き試験時の最大荷重をポストの
維持力とした。試料数はレジンセメントの接着強さ
を評価するために，支台築造用レジンと象牙質の間
で破壊した試料が各々の条件で１０個になるまで行っ
た。引抜き試験後，デジタルマイクロスコープで破
断面を観察し分類した。破壊形態は，ファイバーポ
ストと支台築造用レジンとの間で破壊したもの（P/
R），支台築造用レジンと象牙質の間で破壊したも
の（R/D），両者が混合した破壊を示したもの（Mix）
に分類した。

表１ 本実験に用いた接着性レジンセメント

Type セメント 組 成 前処理材 コード

エッチング
‐リンス

スーパーボンド
C&B

（サンメディカル）

モノマー液：
４-META，MMA
粉：PMMA

表面処理材
グリーン：
クエン酸，塩化第二鉄，水

SB

セルフ
エッチング

パナビア F２．０
（クラレノリタケ）

Ａペースト：
MDP，メタクリル酸系モノマー，
フィラー，光重合触媒，化学重合触媒
Ｂペースト：
メタクリル酸系モノマー，フィラー，
光重合触媒，化学重合触媒

ED プライマーⅡ，
Ａ液：
HEMA，MDP，精製水，
化学重合触媒
Ｂ液：
メタクリル酸系モノマー，
精製水，化学重合触媒

PA

セルフ
アドヒーシブ

クリアフィル SA
ルーティング

（クラレノリタケ）

Ａペースト：
Bis-GMA，TEGDMA，MDP，
メタクリル酸系モノマー，フィラー，
光重合触媒，化学重合触媒
Ｂペースト：
Bis-GMA，メタクリル酸系モノマー，
フィラー

なし SA

G-ルーティング
（GC）

Ａペースト：
フルオノアミノシリケートガラス，
メタクリル酸エステル
Ｂペースト：
シリカフィラー，メタクリル酸エステル，
リン酸エステルモノマー

なし GL
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結果および考察

ポストの引抜き維持力と破断形態
引抜き試験でポストとレジン界面で破断した試料

を除く各１０本のポストの引抜き維持力を図２に示し
た。１day でのポストの維持力は，SB と PA は同
等に高い値を示し，SA および GL で低い値を示し
た。１４days のポストの維持力は１day と異なっ
て，すべてのセメントの種類の間で統計学的な有意
差は認められなかった。TC のポストの維持力は１４
days と同様にすべてのセメントの種類の間で有意
差は認められなかった。

引抜き試験後，ポストとレジンの界面で破断した
試料を除く各１０本の破壊形態の割合を図３に示す。
保存期間またはサーマルサイクル負荷にかかわら

ず，SB ではレジンと象牙質界面（R/D）と混合破壊
（Mix）が半分程度で，PA では主に Mix であった。一
方で，SA と GL においては，１day では R/D が４０
～７０％であったが，１４days と TC では７０％以上が
Mix であった。
接着システムの維持力への影響

接着初期（１day）でのポストの維持力の平均値
は，従来型接着性レジンセメントの SB と PA でそ
れぞれ３１３±１０９N，２７３±４３N を示し，SA（１３８N）お
よび GL（１７９N）より大きかった。従来型接着性レジ
ンセメントでは酸性のエッチング材やセルフエッチ
ングプライマーを根管象牙質に応用することで接着
性モノマーの象牙質内への浸透性を助長し，最終的
に接着力を高めている。一方でセルフアドヒーシブ
レジンセメントは本来，スメア層が存在しても接着
するとされている。本研究では，象牙質を EDTA
で処置してポストを合着した。EDTA で処理した
根管象牙質は図４（a）に示すようにスメア層が除か
れ象牙細管が開口し，図４（c，d）に示すようにい
ずれの接着性レジンセメントでもレジンタグの形成
と樹脂含浸層の形成が起こり易くなっていたと考え
られる。したがって，接着システムに拘わらず根管
象牙質との良好な接着界面が得られていたものと思
われ，接着初期で SB，PA が SA や GL よりも大き
な維持力を示した理由は，接着力あるいは接着性レ
ジンセメントの強さが直接的に反映しているものと
考える。

Goracci C ら６）はセルフアドヒーシブレジンセメ

図１ 引抜き試験に用いる試料の模式図

図３ 破壊形態の割合
R/D：レジンと象牙質界面での破壊
Mix：混合破壊

図２ 引抜き維持力（N）
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ントの組成中の酸性モノマーが残留すると，加水分
解による接着力の低下が懸念されることを指摘して
いる．また，Cal ら７）はサーマルサイクルでセルフ
アドヒーシブレジンセメントでのマイクロリーケー
ジが大きくなったと報告している．従って，セルフ
アドヒーシブレジンセメントは吸水や熱的ストレス
に影響されやすいものと考えられた。しかし，本研
究では，１０，０００回のサーマルサイクル（TC）を負荷
したポストの維持力は合着１４日後のポストの維持力
と同等であり，サーマルサイクル後ではセメントの
種類によるポストの維持力に有意差は認められな
かった。TC 負荷に関わらずポストの維持力に違い
が認められなかったのは，前述のように EDTA で
処理した根管象牙質のスメア層が除かれ，レジンタ
グの形成が起こり易くなったこと，また，コンポ
ジット系接着性レジンセメントはデュアルキュアタ
イプであり光照射による初期硬化後に化学重合によ
る後重合が生じ，セメントの強さが増加することに
よって十分な接着強さが得られていたためと考えら
れる。このセメントの強さの増加により１０，０００回の
サーマルサイクル負荷による劣化が相殺され，ポス
トの維持力として差異が表れにくくなったものと推
測される。

まとめ

本研究では２種類の典型的に組成の異なるセルフ
アドヒーシブレジンセメントを使用し，合着したポ
ストの維持力を評価した。その結果，本実験で用い
たセルフアドヒーシブレジンセメントで合着したポ
ストの維持力は，接着初期では従来型接着性レジン
セメントで合着した場合より劣った。しかし，１４日
後およびサーマルサイクル後のポストの維持力はセ
メントの種類に違いは見られなかった。これらは，

セルフアドヒーシブレジンセメントの硬化メカニズ
ムが寄与しているものと推測された。したがって，
硬化メカニズムの異なるセメントでは傾向も異なる
と思われるが，本結果から臨床においてセルフアド
ヒーシブレジンセメントを用いてポストを合着する
場合は，合着初期での維持力が低いことに留意すべ
きと考える。
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図４ EDTA により処理した根管象牙質ならびに接着界面の SEM 像
⒜：EDTA により処理した根管象牙質 ⒝：SB の接着界面 ⒞：SA の接着界面
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