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はじめに

　現代の歯科診療においては「接着」
の概念を活用した修復治療が行われる
場面が多く、「接着」の概念は、直接
法でのコンポジットレジン修復関連材
料と、間接法での接着性レジンセメン
ト関連材料とで活用されている。
　いずれもレジンモノマー（硬化前は
液体状のレジン）がエナメル質・象牙
質の表層に浸透・硬化し、歯質と機械
的・化学的に結合することで、歯質と
修復物との一体化が可能となる。
　このような2つの大きな接着修復の
術式は既に完成形に近づき、臨床状況
に応じてそれぞれの特徴を活かした治
療オプションとして日常臨床で活用さ
れている。
　一般的には、直接法コンポジットレ
ジン修復の歯質接着強度は極めて高
く、歯質との一体化の点では間接法レ
ジンセメントの能力を上回る1）。
　一方で間接修復における形態再現能
力はその最大のメリットであり、直接
法での口腔内における歯冠形態再現に
限界を感じる臨床状況でその存在感が
示される。
　患者の口腔内の平均残存歯数が伸び
続ける現代の歯科医療において、健全
歯質を温存し1歯単位の歯牙保存の可
能性を高める接着修復の概念を最大限
活用するためには、その高い接着強度
を前提としたコンポジットレジン修復

の口腔内直接形態再現の客観的術式を
確立することが必要であると考える。
　今回は、2級コンポジットレジン修復
における各ステップにおいて、修復の精
度を向上させるために使用される器材・
材料に注目し、Direct Restoration 

Center. Hamamatsu（田代歯科医院）
での臨床状況に応じた選択基準と使用
方法について2回の連載で解説する。

臼歯部2級修復の治療選択肢

　臼歯部隣接面う蝕への初期対応とし
て、最小限の切削介入によりコンポ
ジットレジン修復を行う治療方針は、
近年の歯科大学教育でも第一優先の選
択肢として広く認識されてきている。
　歯科医師国家試験での臼歯部う蝕に
関する出題もコンポジットレジン修復
の詳細な術式を問う問題が頻出されて
いる。
　メタルインレー修復の再治療時の選
択肢として、再度メタルインレー修復
を行う機会は残されているが、臼歯部
隣接面う蝕への初期対応の選択肢とし
ては既に一般的であるとは言えない状
況となった。
　歯科医療保険制度におけるメタルフ
リーへの方向転換の方針も顕著であ
り、今後の若年者の口腔内に金属修復
材料が存在しない状況を作り出してい
くための重要な最初の一歩が、臼歯部

2級コンポジットレジン修復の攻略で

あると考える。
　セラミックス等の審美材料による間
接修復と比較して、コンポジットレジ
ン直接修復の完成度は術者の修復技術
への依存度が高く、器材・材料の活用
方法への正確な理解と臨床経験が必要
となる。以下に2級コンポジットレジ
ン修復を成功するための各ステップで
のポイントを示す。

2級コンポジットレジン修
復を成功するための6つのス
テップ

Step 1：感染歯質の除去・窩洞形成（う
蝕検知液の使用・スプーンエキスカの
使用・滑らかな窩縁部の整理）

Step 2：隔壁設置（マトリックスバン
ドの選択・リングタイプリテーナーの
選択・適切なサイズのウェッジ挿入）

Step 3：接着操作（エナメル質窩縁へ
のセレクティブエッチング・1ステッ
プタイプ接着材の適正使用）

Step 4：充填操作（フロアブルレジン
でのライニング・ペーストタイプレジ
ンでの積層充填操作）

Step 5：光照射（光照射強度の距離に
よる減衰への配慮・光照射時間の延長
対応）

Step 6：形態修正・研磨操作（解剖学
的形態の付与・未重合層の除去・段階
的な研磨操作）

2級コンポジットレジン修復の
成功に繋がる6つの心掛け －前編－

DRC.Hamamatsu・田代歯科医院　田代 浩史

キーワード：修復精度を向上させる器材・材料／コンポジットレジン直接修復／
　　　　　　2級コンポジットレジン修復の成功ポイント
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図2　メタルインレーを除去し、感染象牙質
の範囲を確認。

図5　水洗・乾燥後、MIステンレスバーとス
プーンエキスカベータを順次使用して感染象
牙質を除去。

図8　スタンダードのダイヤバーによるエナ
メル質切削断面の電子顕微鏡像：10～20μm
の亀裂が観察される。

図3　5 遠心部の健全歯質に対する誤切削を
防止するため、ウッドウェッジによる歯間離
開を行った。

図6　エクストラファインタイプのダイヤ
バーにより窩縁部を滑らかな形態に整える。

図9　エクストラファインのダイヤバーによ
るエナメル質切削断面の電子顕微鏡像：亀裂
はほぼ観察されない。

図1　術前。6 近心部の隣接面初期う蝕を疑
う。

図4　う窩開拡後のう蝕検知液による染色。

図7　左：スタンダード　右：エクストラファ
イン
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STEP 1  窩洞形成（図1～9）

　コンポジットレジン修復における窩
洞形成は、感染象牙質の選択的除去と
ベベルの付与を含む窩縁部の整理に
よって終了し、基本的には健全歯質へ
の切削介入を必要としない。
　感染象牙質の除去では、う蝕検知液
（カリエスディテクター：クラレノリ
タケデンタル）を活用して削除必要部
位を明確化し、低速回転のMIステン
レスバー（マニー）やスプーンエキス

カベータ（YDM）を使用して過剰切
削を回避することが可能となる。
　窩洞内でのう蝕検知液使用後、水洗
して濃い染色部のみ切削し、薄ピンク
色の染色部は温存する。
　切削器具は使用回数により切削能力
が低下するため、常に刃部のコンディ
ションに配慮して使用する必要がある。
　MIステンレスバーやスプーンエキ
スカベータは基本的に直径の大きなタ
イプから使用し、徐々に切削範囲を狭
めていくよう段階的に使用する。

　感染象牙質除去後の窩洞形成の仕上
げには、ダイヤモンド粒子の直径が20

～30μm程度のエクストラファインタ
イプのダイヤバー（マニー）を使用し、
滑らかなエナメル質切削断面を獲得す
る。
　これによって、コンポジットレジン
充填後の重合収縮応力の影響による微
細なエナメル質亀裂発生を予防するこ
とが可能となる1）。
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図11　歯肉側窩縁部でのマトリックスの適合
性向上のため、フュージョンウェッジをサイ
ズ選択して挿入。

図14　リングタイプリテーナーのシリコーン
製脚部は、挿入したウェッジを跨いだ設置が
可能な形状に工夫されている。

図17　3Dメタルマトリックスとリングタイ
プリテーナー（フュージョン S）を選択して
設置。

図12　シリコーン製脚部が歯間部歯質を強力
に把持することで、メタルマトリックスの固
定と、歯牙移動による歯間離開が同時に可能。

図15　シリコーン脚部付きのリングタイプリ
テーナー設置では、設置時の大規模なリング
開脚が必要。専用リングフォーセップスは小
さな握力でも大規模開脚が可能。

図18　歯肉側窩縁部にフュージョンウェッジ
のスモール（ブルー）を挿入後、接着操作に
移行する。

図10　窩洞規模に応じた湾曲強度の3Dタイ
プのメタルマトリックスを選択し、隣接面部
に挿入。

図13　マトリックスフォーセップス（ギャリ
ソンデンタル）により3Dメタルマトリックス
の繊細な位置決定と、充填操作後の安全な撤
去が可能。

図16　窩洞形成終了後、ラバーダムシステム
を装着。充填部位を含む周囲4臼歯を連続し
て露出させた。
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STEP 2  隔壁設置（図10～18）

　臼歯部隣接面の2級窩洞の形成終了
後、隣在歯との離開距離や隣接面隅角
部歯質の残存状況により、使用するマ
トリックスシステムを選択する必要が
ある。
　再現すべき隣接面形態の高さや湾曲
により3Dメタルマトリックス（マト
リックスバンド：ギャリソン デンタ
ル ）を選択し、隣接面隅角部歯質の残
存状況によりリングタイプリテーナー

（3Dリテーナー フュージョン：ギャリ
ソン デンタル）の種類を決定する。
　続いて3Dメタルマトリックスの歯
肉側窩縁部への適合性向上のため、適
切なサイズのウェッジ（フュージョン
ウェッジ：ギャリソン デンタル）を
挿入して隔壁装置のセッティングを完
了する。
　フュージョンウェッジには、コンタ
クトポイントへの干渉を最小限に留め
て歯肉側窩縁に選択的にフィットする
立体的な湾曲構造が付与され、またシ

リコン製のフィン付き構造により窩縁
部の微小凹凸にフレキシブルに適合す
る特徴も備えている。
　窩洞外形から移行的にセッティング
されたマトリックスシステムにより臼
歯部2級修復の難易度は低下し、規定
された空間への適切な接着・積層充填
操作により理想的な隣接面形態の再構
築が可能となる。
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図20　1ステップタイプのボンディングシ
ステム「クリアフィル ユニバーサルボンド 
Quick ER」 による接着操作。

エナメル質表面への処理時間 10 s

図21　可能な限り窩洞内面に対して近距離か
らの光照射を行う（ペンキュアー2000：モリ
タ）。

エナメル質表面へのリン酸処理 併用

図19　窩縁部へのセレクティブエッチング。

エナメル質表面への処理時間 0 s

図22　1ステップタイプ接着材における接着操作後のエナメル質表面 電子顕微鏡像 比較

図23　1ステップタイプ接着材における処理方法と接着強度の関係
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STEP 3  接着操作（図19～23）

　コンポジットレジン修復の根幹を支
える歯質とレジンとの接着力は、その
接着対象に合わせた適切な材料選択と
操作の確実性に大きく依存する。う蝕
治療における基本的な接着対象は切削
されたエナメル質または象牙質であり、
現在市販されている2ステップまたは1

ステップのセルフエッチングシステムを
操作指示内容を厳守して使用すること
で安定した歯質への接着力が得られる。
　コンポジットレジン修復の長期臨床

予後を支える重要な要因として、歯質
接着性と接着耐久性とが安定した評価
を得ている「クリアフィル メガボン
ド2（クラレノリタケデンタル）」の使
用が最優先される。
　しかし、症例によっては処置時間の
短縮も重要な要因となり、より簡便な
接着操作で使用可能な1ステップのセ
ルフエッチングシステムの使用も選択
肢となる。歯面への接着材塗布後の放
置時間が必要ないタイプ（クリアフィ
ル ユニバーサルボンド クイック ER：
クラレノリタケデンタル）も登場し、

術者間の処理方法に差が生じにくい環
境となり、安定した歯質接着性をコン
スタントに獲得できる状況となった。
　ただし、1ステップのセルフエッチ
ングシステムの使用時には、エナメル
質に限局した事前のリン酸エッチンン
グ処理（K エッチャント シリンジ：ク
ラレノリタケデンタル）の併用が推奨
される2）。この処理によってエナメル
質表面への接着材の浸透・硬化が促進
され、安定した窩縁部封鎖と審美的な
修復が可能となる。（接着操作後の充填
操作以降の内容は次号にて解説予定）
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