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図4　実際にエナメル質を選択的にエッチング
した状態。「MRIS」下での作業であるため、
リン酸が口腔内に流れる心配もなく、肉眼よ
りも明らかにエナメル質と象牙質を判別する
ことができる。

図5　引き続き、「MRIS」下で「メガボンド2」
をセレクティブエッチングされた歯面に塗布
する。
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はじめに

　我々歯科医師にとって接着治療はな
くてはならないものである。その進化
は日進月歩であり、臨床医は刻一刻と
変わっていく製品を理解しながら治療
に役立てなければいけない。しかしな
がら接着治療の成否が結果としてわか
るのは、何年かの経過観察の後に解っ
てくるものであるため、数ある製品の
中でどの製品が良いのかを判断するこ
とは容易ではない。
　そこで、筆者は研究データから使

用する接着材料を選び、根拠のある
データに基づいた治療を行うこと
（Evidence Based Medicine）を目指
している。

世界をリードする日本の研究

　日本の接着研究は世界をリードして
おり、同じ日本人として大変誇らしく
思っている。
　高垣らは1液性と2液性のボンディン
グ材を用いて、1万回サーマルサイク
ルをかけたのちのボンディングと象牙

質の接着強度を報告している。この研
究によると、セルフエッチングを行っ
ているものであれば、接着後24時間の
接着強度は両者に大きな差は出ていな
い。
　しかしながら、サーマルサイクルを

1万回かけたのちの接着強度には大き
な違いが出ている1）。
　その背景として、2液性のボンディ
ング材を塗布した接着界面には、接着
力の耐久性に大きな影響を及ぼすハイ
ブリッドレイヤー（HL）とacid-base 

resistance zoneが長期にわたり機能

2液性ボンディング材
「クリアフィル メガボンド2」
を使用した接着治療
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図1　「メガボンド」と「メガボンド2」の比較。
牛歯象牙質に対するせん断接着強さ。

図2　患者は60代女性で、冷水痛、ブラッシ
ング時の疼痛が主訴で来院。マイクロスコー
プで確認すると機能咬頭である口蓋咬頭には
マイクロクラックが確認できる。

図6　「メガボンド2」にてボンディング作業を
行った後、レジンにて支台歯築造し、支台歯
形成を行う。

図3　カリエス除去後の状態。
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『症例1：上顎第二大臼歯のセラミック
インレー破折に対するアプローチ』に
関する動画はこちらから

図9　患者は30代女性。審美修復治療を主訴
に来院。

図10　まずは失活歯である、12、21、22に
対しインターナルホワイトニングを施す。

図11　その後○で囲まれた部位をコンポジッ
トレジン修復していく治療計画を立てた。
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し続けるが、1液性ではその両方を長
期的に維持できないということがある
と報告されている。
　2021年現在、世界的にみてボンディ
ング材は1液性になる潮流が目立って
いるが、我々臨床医はその性能をしっ
かり見極め、適切な症例を選択するこ
とが必要であろう。
　以上の理由から筆者は2液性の「ク
リアフィル メガボンド2（クラレノリ
タケデンタル）」を好んで使用している。

「メガボンド」と
「メガボンド2」の比較

　筆者は長期にわたり「メガボンド」
を使用していたが、「メガボンド2」の
発売以降はそちらに変更している。そ
の大きな理由はなんといっても、接着
強度の長期耐久性であろう。
　昨今、筆者の臨床は接着技術の進化
とともに変化している。すなわち維持
形態重視の修復デザインから、歯牙を
保存する設計への変更を目指している

が、そのような修復設計には接着強度
が予知性の高い修復治療を達成させる
ための最重要項目となる。
　「メガボンド2」は「メガボンド」と
比較して4000回のサーマルサイクル
後のせん断強さへの影響は少ない（図

1）。このことが「メガボンド2」を私
が使用するもっとも大きな理由である。

症例供覧

症例1　上顎第二大臼歯のセラミック
インレー破折に対するアプローチ
　図を見ていただきたい（図2）。患者
は60代女性で、冷水痛、ブラッシング
時の疼痛を訴えている。
　このような場合、筆者は必ずマイク
ロスコープで状態を確認している。機
能咬頭である口蓋咬頭にはマイクロク
ラックが確認できる。このままこの設
計でインレーを再製作すると早期に咬
頭が破折する可能性が高いと診断する。
　また歯冠部口蓋側軸面中央にはうっ
すらではあるが破折線を認める。近心

隣接面にはカリエスを確認できること
より、最後臼歯にかかる強い咬合力
を歯冠破折する方向に押し広げないよ
う、外側性の修復物へ切り替えること
とする。
　Micro rubberdam isolation tech-

nique（MRIS）下にてカリエスを慎
重に除去する（図3）。ラバーダムによ
り頰が圧排されること、呼気がカット
されること、ゴムのテンションによる
多少の開口器効果により、術者はマイ
クロスコープ下で作業に集中すること
ができる（図4）。
＜「メガボンド2」塗布時における注
意点＞
　引き続き、MRIS下で「メガボンド

2」をセレクティブエッチングされた
歯面に塗布するが、この際の注意点を
述べていきたい（図5）。
･ 注意事項1：エアーブロー圧
　この症例における「メガボンド2」
の使用用途は、アンレー修復支台歯の
ビルドアップである。
　主訴は冷水痛であり、術前の修復物

図7  シュリンケージストレスを減らすように重
合収縮量の少ない透過性の高いバルクフィル系
のコンポジットレジンを用いることも良いであ
ろう。

図8 トライアルセラピーで患者の疼痛の消
失を確認後、アンレーの印象採得に移った。
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図12　12、22の残存歯質が少なく、ホワイト
ニング中の歯間破折に最大限の注意が必要な
ことを患者に説明し、破折した場合はクラウ
ン修復を目指す旨を伝えた。

図15　ラバーダム防湿により、接着阻害項目
を極力排除する。さらに、歯間離開を行い、
切削面積を最小限に止めるよう配慮した。

図14　術直前の状態。コンポジットレジンが
余剰に充填されていることが見てとれる。

図16　メスを使用して余剰に充填されたコン
ポジットレジンの除去を行う。

図17　メスは、繊細な作業が可能で、背面も
使える12bを好んで使用している。 

図13　インターナル、エクスターナルホワイ
トニング終了前後の比較。
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には辺縁漏洩が疑われる。修復物が長
期にわたり接着していれば、冷水痛は
再発しにくいと診断される。
　この部位に審美性は求められていな
いため、エアー圧を弱めにすることで

50μmの厚みを確保し、せん断強さを
獲得する。審美性が求められる部位の
場合、エアー圧を強めにすることで、
約10μm の厚みとし、ボンディング
層を最薄とすることで、歯牙と修復物
が自然な流れになることを目指す。
・注意事項2：2液性によるテクニカル
エラーを防ぐ
　「メガボンド2」は2液性にすること
で接着強さを担保しているため、1液
性のボンディング材と比較すると、
その作業行程は多少長くなる。そのた
め、一つひとつの作業を確実なステッ
プで作業することができるか否かで修
復治療の予後が大きく分かれる。
　そこで、筆者は可能な限りMRIS下
にて作業することで、以下の3点を目
指している。
① 確実な視野の確保
② 血液、唾液、歯肉溝滲出液からの隔
離（この症例の場合近遠心部分）

③ 呼気をシャットアウトし乾燥下で
作業を行う
＜レジン充填時の注意点＞
　「メガボンド2」にてボンディング作
業を行った後、レジンにて支台歯築造
し、支台歯形成を行う（図6）。
　大きな範囲にレジン充填を行うた
め、重合収縮の影響を強く受けること
が予測される。そうなってしまうと、
再度辺縁漏洩をきたしてしまい、術後
疼痛、二次カリエスへとつながること
が懸念される。さらに、一度に大きな
範囲を充填してしまうことで光が届か
ない可能性も考えられ、接着強度が低
下することも危惧される。
　そこで、なるべく細かく光照射を行
うことで、その影響を最小限にするこ
とを目指している。
　この状態から極力エナメルプリザ
ベーションを試みる。このことがセレ
クティブエッチングを可能とし、修復
物と歯質の確実な接着を目指すととも
に、歯髄刺激を最小限とし、術後疼痛
の軽減を図ることが可能になる。
　図7のように、シュリンケージスト
レスを減らすように低重合収縮タイプ

のコンポジットレジンを用いることも
良いであろう。
　その後、トライアルセラピーで患者
の疼痛の消失を確認後、アンレーの印
象採得に移った（図8）。
症例2　前歯部審美修復
　症例1では、臼歯の支台歯築造に「メ
ガボンド2」を使用した症例を見てい
ただいたが、次は前歯の修復治療の症
例を提示する。
　患者は30代女性。審美修復治療を主
訴に来院された（図9）。患者とのコン
サルテーションにて、最小限の修復治
療を目指すことする。
　まずは失活歯である、12、21、22

に対しインターナルホワイトニングを
施し（図10）、その後○で囲まれた部
位をコンポジットレジン修復していく
治療計画とする（図11）。
　ただし、12、22の残存歯質が少な
く、ホワイトニング中の歯間破折に最
大限の注意が必要（硬いものを前歯で
噛みちぎらない）なことを患者に説明
し、破折した場合はクラウン修復を目
指す旨を伝える（図12）。
　図13はインターナル、エクスターナ
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図18  グリシンパウダーをサンドブラストして
歯面清掃後、セレクティブエッチングを行う。

図19　確実な接着を期待し、「メガボンド2」
にてボンディングを行う。

図20　接着前処理が完了した状態。MRISによ
り、少ない侵襲で接着前処理が完了された。

図21  コンポジットレジン修復後の状態。健康な歯牙はほぼ削合することなく修復治療がなされている。
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ルホワイトニング終了前後の比較。修
復材料はホワイトニングでは白くなら
ない。また、ホワイトニングはどの程
度白くなるのか予測することができな
いため、まずはホワイトニングを行っ
てから修復治療することとする。
＜術直前の状態 ＞
　症例はコンポジットレジンが余剰に
充填されていたため（図14）、このま
ま処理を行うとなんらかの操作で歯肉
を傷つけてしまい、血液、歯肉溝浸出
液、唾液、呼気に含まれる水分により
接着阻害が起きる可能性が高い。 

　そこで、ラバーダム防湿により、以
上の接着阻害項目を極力排除する。さ
らに、極力歯牙を温存するために歯間
離開し、より切削面積を最小限に止め
るよう配慮する（図15）。
＜メスを使用したバリの除去＞
　メスを使用して余剰に充填された
コンポジットレジンを除去（図16）。

MRISと歯間離開により接着阻害項目
が排除されるだけでなく、安全、確実
に作業を進めることが可能である。
さらに、口唇が自動的に排除されるた
め、術者が顕微鏡下で作業に没頭でき

るのもMRISのメリットと言えよう。 

バリの除去に使用するメスは、繊細な
作業が可能で、背面も使える12bを好
んで使用している（図17）。
＜「メガボンド2」による接着操作＞
　接着操作において、プラークは大き
な阻害因子となる。グリシンパウダー
をサンドブラストして歯面清掃後、セ
レクティブエッチングを行う。
　歯肉に接近している部分にサンドブ
ラストを行うと出血することが危惧さ
れ、エッチング材が口腔内に流れるリ
スクも考えられるが、MRISにより、
これらのリスクの大部分が解消される
（図18）。 

　確実な接着を期待し、「メガボンド2」
にてボンディングを行う（図19、20）。
本症例は上顎中切歯近心であり、最大
限の審美性が求められるため、ボン
ディング塗布後のエアーブローを強圧
で行い、被膜厚さを薄くする。「メガ
ボンド2」ではこうした行為が可能と
なる。
　コンポジットレジン修復後、健康な
歯牙はほぼ削合することなく修復治療
がなされている（図21）。

まとめ

　コンポジットレジンの性質上、長期
耐久性には疑問が残る。しかしなが
ら、健康な歯牙を残す視点からは他の
方法に比べると2021年現在において、
なくてはならない材料と言えるであろ
う。
　修復材料は日々進化を遂げており、

MRISを組み合わせることによりその
予知性はさらに良いものとなってい
る。しかしながら、コンポジットレジ
ンに維持形態はほぼ獲得できないた
め、接着操作がその治療の予後を大き
く左右する。
　「メガボンド2」は現在も日本が世界
に誇る、優れたボンディング材の一つ
と言えるであろう。
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