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カ ラ ー ア ト ラ ス の 解 説

はじめに

コンポジットレジンは直接修復やインレーなどの
間接修復材料として歯冠修復に用いられてきたが，
近年では CAD/CAM 用材料としても用いられ，コ
ンポジットレジンを使用した歯科医療は多様化して
いる。またコンポジットレジンの機械的強度向上に
伴い，その適応範囲は臼歯部にまで広まっている。
本稿では直接修復用コンポジットレジン，間接修復
用コンポジットレジン，CAD/CAM 冠用コンポ
ジットレジンのフィラー形状と摩耗特性について述
べる。今回紹介するコンポジットレジンを表１に示
す。

フィラーの形状

フィラー含有量やモノマー重合率の増加に伴い，
コンポジットレジンの機械的強度は向上してい
る１，２）。そのうちフィラー含有量にはフィラーの形状
が関係していると考えられる。本稿で紹介するコン
ポジットレジン硬化体の走査型電子顕微鏡写真を図
１に示す（いずれも同一倍率）。多くのコンポジット
レジンは，多様なサイズの球状フィラーを有してい
る。一方，直接修復用コンポジットレジンの BEP，
間接修復用コンポジットレジンの LUW と EST，
CAD/CAM 冠用コンポジットレジンの LAU は比
較的大きな不定形状フィラーが含有されていた。用
途の違い（直接修復用，間接修復用，CAD/CAM 冠
用）でフィラーの形状に違いは認められなかった。

摩耗特性

長石系陶材，二ケイ酸リチウムガラスセラミック
スならびにジルコニアのような硬質の歯冠修復用材
料は，咬合により対合歯を摩耗させることが知られ
ている３－５）。本稿で紹介するコンポジットレジンの
ビッカース硬さ（Hv）は直接修復用で５０－９７，間接
修復用で５０－１９６，CAD/CAM 冠用コンポジットレ
ジンで６５－１１４であった。エナメル質のビッカース
硬さ（３００Hv）６）と比較して低い数値ではあるが，セ
ラミックに属するガラス成分をフィラーとして含む
コンポジットレジンのエナメル質に対する摩耗挙動
については不明な点が多い。そこで牛歯エナメル質
に対する直接修復用コンポジットレジン，間接修復
用コンポジットレジン，CAD/CAM 冠用コンポジッ

トレジンの摩耗特性を二体摩耗試験により調査し
た。直径５mm の半球状コンポジットレジンを上部
試料，レジン包埋後の牛歯エナメル質を下部試料と
し摩耗試験機に取り付け摩耗試験を行った（図２，
試験条件/荷重：１０N，スピード：１．５Hz，ストロー
ク幅：３mm，ストローク回数：３０，０００回）。試験
後の試料（コンポジットレジン，エナメル質）を観察
すると摩耗痕が確認できた（図３）。

コンポジットレジンの摩耗体積は摩耗痕の直径よ
り算出し，エナメル質の摩耗体積はレーザー顕微鏡
の三次元解析により算出した。コンポジットレジン
においては間接修復用の EST の摩耗量が０．１８９
mm３で最も大きかったが，摩耗体積が０．０１０mm３以
下のものも多くみられた（図４）。エナメル質におい
ては直接修復用の BEP の摩耗量が０．０５４mm３で最
も大きかった（図５）。間接修復用コンポジットレジ
ンではエナメル質よりコンポジットレジンに摩耗が
起きやすく，CAD/CAM 冠用コンポジットレジン
では，コンポジットレジンよりエナメル質に摩耗が
起きやすい傾向が見られた。直接修復用コンポジッ
トレジンでは，コンポジットレジンとエナメル質は
同程度の摩耗の進行であった。以上より有機質成分
とセラミック成分の複合材料であるコンポジットレ
ジンは，コンポジットレジン自身だけでなく対合歯
も摩耗させることを考慮した上で選択することが必
要である。
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図３ 摩耗試験後のレーザー顕微鏡像
左：コンポジットレジン（白色部が摩耗部）
右：エナメル質（黒色部が摩耗部）

図２ 二体摩耗試験模式図

図４ コンポジッ
トレジン試料
の摩耗量

図５ エナメル質
の摩耗量

表１ コンポジットレジン（製品名，製造会社，略号）

図１ コンポジットレジンの走査型電子顕微鏡像
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