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モリタ　近年、CAD/CAMの普及に伴
い補綴装置のマテリアルにも様々な種
類が存在しています。今回のDental 

Talkでは補綴装置をセメンティングす
る際に、シンプルでトラブルが少なく
現時点でベストと言えるステップにつ
いて、それぞれ専門分野の先生方にお
話しいただきたいと思います。

国内における接着技術の現状

モリタ　まず、日本国内における接着
技術の現状について、髙垣先生、峯先
生からお話しいただけますか。
髙垣　日本の接着技術は現在でも世界
のトップランナーであることは疑いの
ないところでしょう。さらに日本の保
険診療というシステム上、世界と比較

してそれが比較的安価に提供されてい
るので、品質の高い接着材を気軽に使
用できる恵まれた環境にあるというの
が日本の現状だと感じています。
峯　20、30年前は日本の接着はまさに
オンリーワンのテクノロジーで世界を
一歩も二歩もリードしてきた存在でし
たが、現在はその当時の先進性は感じ
られないように思います。ただ、近年、
髙垣先生をはじめ若手の先生方が国内
の接着を牽引しておられるので、今後
のさらなる発展が楽しみです。
髙垣　現在の臨床材料は非常にシンプ
ルで多機能化していて、誰が使っても
うまく使えるようにパッケージングさ
れている流れは歓迎すべきです。ただ
一方で、過去の材料と比較して多機能
化したゆえに臨床家が混乱してしまっ

ている現実もあると感じています。例
えばセルフアドヒーシブ型の接着材は
「どんな材料にも接着できる」という
解釈から、間違った使い方をしてし
まった事例も実際には存在するのでは
ないでしょうか。そこはやはりシンプ
ルであっても要点を押さえて使用して
いただくというのが現在の接着に関す
る一つの到達点だと感じています。
峯　私も同感で、シンプルで使いやす
くなっていることが逆にテクニックセ
ンシビリティを招き、使用する人に
よって成果や性能が違うということが
言われてきました。ただ、最近ではさ
らに接着材の性能が向上してエラーや
ロスが少なくなっていることも事実だ
と思います。
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図1　CAD／CAMレジン冠、ジルコニアセラ
ミックスともに、試適後装着直前のサンドブラ
ストが望ましいとされている。

図2　CAD/CAMレジン冠、レジンブロックの予後と脱離症例の内面処理の状況（日本デジタル歯科学
会誌　5: 85-94, 2015）。
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レジンセメントやマテリアル
の使い分けについて　

モリタ　臨床家の先生方は保険と自費
でレジンセメントを使い分けておられ
ると思いますが、荒井先生、山﨑先生
は使い分けの基準はお持ちですか。
荒井　実際にはメタルをほぼ使わなく
なっているのですべてが接着に依存し
ているのが現状です。そうすると使い
分けは実はあいまいになっていて、最
近の感覚では、保険・自費で使い分け
る必要性を感じなくなっています。
山﨑　保険診療の場合、コストを重視
する先生方も多くいらっしゃると思い
ます。ただ、例えば支台歯の環境が良
くないのに保険診療という理由で接着
力が劣るセメントを使うのではなく、
そういうケースにこそ接着力の高いセ
メントを選ぶべきですから、単にコス
トだけでなく、受け入れられる支台歯
環境のリテンションの問題ということ
も大事な選択基準だと思います。
モリタ　ありがとうございます。ここ
で補綴装置のマテリアルについて髙垣
先生からお話しいただけますか。
髙垣　2022年4月からCAD/CAMイン
レーも保険導入され、今後はメタル中
心に歯科診療を考える時代ではなく
なってくるでしょう。さらに、歯科技
工士さんの減少傾向が進むなかで、技
工コストや実際の担い手という問題か

らも、CAD/CAMというシステムは避
けて通れない歯科の宿命だと考えてい
ます。そうした中、CAD/CAMレジン
冠、ジルコニア、二ケイ酸リチウムガ
ラスセラミックスなどの様々なマテリ
アルを適切に使い分けていく。例えば
「保険診療だからこの材料を選ぶ」と
いうこともありますが、やはり適材適
所を見極めて使い分けていくことが重
要だと思います。さらに見た目で区別
できない白いマテリアルも増えてき
て、接着の戦略をここできちんと整理
しておくことはとても大切なことだと
感じています。

CAD/CAMレジン冠エラー
の原因と内面処理の重要性

髙垣　今回のテーマである「接着」を
考えた時にとても重要になってくるの
がサンドブラストだと私は常々考えて
きました（図1）。CAD/CAMレジン冠
の初期エラーの報告データを見ると、
そのほとんどが脱離だったことが分か
ります。さらに、脱離したCAD/CAM

レジン冠に対するサンドブラストの実
施割合を見るとサンドブラストをして
いない人が3分の1程度、さらにプライ
マー処理（シラン処理）を行っていな
い方が約半数おられました（図2）。

CAD/CAMレジン冠やCAD/CAMイン
レーの場合、サンドブラストとシラン

処理の両方を行ってはじめて「内面処
理加算」として算定できるものです。
しかし、「両方の処理を必ず実施して
いますか」と問うと「複雑で分かりに
くい」というのが先生方の正直な意見
ではないでしょうか。ですから、内面
処理は誰が行ってもエラーが起きにく
い「簡便さ」が最も重要なポイントで
あると考えます。
　そこで、このたび（株）モリタ東京
製作所と共同で歯科用研削器材「アド
プレップ」を開発、上市いたしました。
〈注：「アドプレップ」については本紙
掲載の『P14 Trends（執筆：モリタ
東京製作所）』と『P16 Clinical Report

（執筆：髙垣智博先生）』で詳しく解説
していますので、ぜひそちらをご覧く
ださい。〉
峯　2014年 に 初 め て 小 臼 歯CAD/

CAMレジン冠が保険適用になった当
時はあらゆる点においてデータが不足
していて、誰もが暗中模索の状態でし
た（図3）。そのなかで日本補綴歯科学
会は「アルミナサンドブラストを行い
超音波洗浄やリン酸エッチング、さら
にシラン処理をして、、、」という接着
ステップに関する明確な指針を打ち出
しました。それから6年後の2020年に
前歯部が保険適用になった際には、推
奨されるステップが、2014年に比べ
てかなりシンプルとなり、先生方に
とっても取り組みやすい内容になりま
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した（図4）。
髙垣　荒井先生のクリニックでは、

CAD/CAMレジン冠の状況はいかがで
すか。
荒井　うちのクリニックでは2、3割も
脱離するイメージはないですね。

髙垣　サンドブラストもきちっと減圧
してセット直前にブラストされている
と伺っています。
荒井　そうです。ですので脱離が頻繁
に発生する感覚はほぼありません。生
存率のデータにある脱離の場合、セメ
ントは冠内面と支台歯のどちらに残っ
ていたのでしょう。
峯　それはとても重要なポイントで、
どちらのケースも存在しますが、冠内
面に残っている方が多いようです。こ
の場合は支台歯への接着に問題がある
ということが言えると思います。
荒井　確かに口腔内で歯面にはサンド
ブラストをできないですものね。なか
なか興味深いデータだと思います。
髙垣　初期に脱離するということはま
さにそうですよね。私もCAD/CAMレ
ジン冠でひどいケースでは光照射を終
わって帰ってもらったらすぐ脱離した
ことがありました。山﨑先生はCAD/

CAMレジン冠初期の頃の状況はいか
がでしたか。
山﨑　私は荒井先生ほどCAD/CAMレ
ジン冠の本数は多くはないと思います
が、脱離の経験は何例かありました。
私のケースでも支台歯側の環境が良く
なかったのかセメントはCAD/CAMレ
ジン冠側に残っていることが多かった
です。

脱離を防ぐために
① 補綴装置への対応

山﨑　脱離に関してはマテリアルの特
性についても考える必要があると思い
ます。高密度、高圧下で形成され安定
した物性になるほど、接着しにくくな
るという印象が私にはあるのですが、
その理解は正しいのでしょうか。
峯　いえ、きちんとした処理を行えば
レジンに対して決して接着しにくいと
いうことはありません。
山﨑　ということは物性はあまり関係
がないということでしょうか。
峯　それほどシンプルな問題ではあり
ません。重合度が上がれば物性が上が
るのは間違いないのですが、重合度が
上がると接着しにくくなるかというと、
単純にそうとは言えないのです。
山﨑　なるほど、ありがとうございま
す。CAD/CAMレジン冠の場合、凹凸
を作るという意味でサンドブラストを
有効に活用することが今回のテーマだ
と思いますが、ほかに例えばリン酸を
塗布する場合、「リン酸塗布する理由
は？」と若手の先生に聞くと「分から
ないけど説明書に書いてあったから」
みたいな答えが返ってくることがあり
ます。これに関する回答は「清掃の観
点から有効」という理解で良いでしょ
うか。
髙垣　唾液の除去という観点のみにお

2014年推奨の CAD/CAM冠接着技法

装着

仮着材除去・試適・調整

アルミナブラスト
（超音波洗浄・乾燥）

リン酸処理 （水洗・乾燥）

シラン処理 （乾燥）

接着性レジンセメント填入

冠の
内面処理

2020年推奨の CAD/CAM冠接着技法

装着

仮着材除去・試適・調整

シラン処理 （乾燥）

接着性レジンセメント填入

アルミナブラスト（超音波洗浄・乾燥）推奨

図4　現在、日本補綴歯科学会により推奨されて
いるCAD/CAM冠の接着技法（資料提供：峯篤
史先生）。

図3　「保険診療におけるCAD/CAM冠の診療方
針2014」（公益社団法人 日本補綴歯科学会）に
おける接着技法（資料提供：峯篤史先生）。

髙垣 智博

荒井 昌海
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いて有効です。例えば試適の際のシリ
コンによるオイルは除去できません
し、CAD/CAMレジン冠の内面を粗造
にする効果はありません。
山﨑　結局はCAD/CAMレジン冠では
内面を粗造にするサンドブラストが必
須になってくるということですね。ち
なみにガラスセラミックスの内面処理
に「アドプレップ」は適用できるので
しょうか。
髙垣　基本的には推奨していません。
例えばガラスに野球ボールを投げつけ
ると普通は割れてしまいますが、アク
リル板だと割れませんよね。それと同
じで、ガラス系の場合、固いものを吹
き付けられるとヒビが入るなどエラー
の原因になる可能性があります。
山﨑　サンドブラストは試適などで汚
染された冠内面の汚れを取りながら
粗造化するという一石二鳥のメリッ
トがありますよね。ただ、私の場合
は唾液や血液、仮着材による汚染の
清掃には口腔内外で使える「カタナ®

クリーナー」をよく使用しています。
チェアサイドでサンドブラストする
環境がすぐに実現できない場合、こ
ういった清掃材を活用することもプ
ロトコルの一つとして考えても良い
のでしょうか。
髙垣　そうですね。口腔内でサンドブ
ラストが使用不可であることを考える
と、支台歯を清掃できるというメリッ

トは大いにありますよね。
峯　私も同感です。
山﨑　冠内面に機械的に凹凸を作った
時、キレイにしたいという衝動に駆ら
れて、水で洗浄してしまうのは、あま
り良くないのでしょうか。
峯　お薦めできません。私たちの研究
の結果によると、レジン自体が接着し
ないのではなく、レジンが吸った水分
が残留した結果、接着しないので、水
分は可能な限り避ける必要がありま
す。
山﨑　荒井先生のクリニックでは実際
にいかがされていますか。
荒井　スリーウェイシリンジを使って
しっかり乾燥させていますね。
髙垣　その結果脱離はほとんど見られ
ないということですね。
荒井　そうです。2割の確率というこ
とは5本に1本は脱離するわけですよ
ね。これは穿った見方をすれば「5人
に1人は手順を守っていない」ことを
示すデータにも見えてしまいます。
峯　これまでメタル冠でセルフアド
ヒーシブ型の接着材を使用した接着で
も脱離はありませんでした。でも実は
しっかり接着できていなかったけれど
も、脱離は免れただけなのかもしれま
せん。CAD/CAMレジン冠では、それ
を許してくれないということが考えら
れています。
髙垣　ですからサンドブラスト後にエ

アーブローをしていただければ基本的
に接着に邪魔なものは取れているの
で、チェアサイドですべて完結すると
いう感覚で現状は良いと考えています。
山﨑　ありがとうございます。今のお
話で補綴装置への対応はかなりクリア

カタナ®クリーナー
汚染された接着面のクリーニング

アドプレップ
補綴物 接着面の機械的維持の付与と
クリーニング 塗 布

10秒
水洗 乾燥

塗布 乾燥
弱～中圧 5秒以上

ユニバーサルボンド® Quick ER
SAルーティング®Multi併用時
支台歯側への接着力アップ

SA ルーティング® Multi
（オートミックス or ハンドミックス）

乾燥

1～ 2気圧
アルミナ 50μm
噴射距離 10mm

支
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物
側

試

　
　適

補
綴
物
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ッ
ト

ペーストにシラン処理剤が
含有されているレジンセメント噴霧

図5　CAD/CAMレジン冠の接着ステップ。

山﨑 治

峯 篤史
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になりました。

脱離を防ぐために
② 支台歯への対応

山﨑　次に支台歯側への対応について
考えていきたいと思います。最終セッ
トの際に仮着材は接着阻害因子になる
ので取り除いていかなければなりませ
ん。私のクリニックではエアースケー
ラーなどを使って機械的に清掃するこ
とがほとんどです。先ほどサンドブラ
ストの口腔内使用は推奨できないとい
うお話がありましたが、エナメル質や
象牙質など様々な支台歯環境が考えら
れる中でどのような処理が求められる
でしょうか。
髙垣　「アドプレップ」では口腔内で
の使用は作業環境安全という観点から
原則禁止とマニュアルに明記していま
す。ただ、海外など口腔内で使用して
いるケースを一部目にすることがあり
ます。峯先生はそのあたりいかが考え
になりますか。
峯　まず前提として確認させてくださ
い。エナメル質、象牙質の場合、ブラ
スト処理をしたくなりますか。
髙垣・荒井　ならないですね。
峯　そうですよね。
髙垣　レジンコアではいかがでしょう。
峯　レジンコアやメタルコアの場合、
ブラスト処理により接着性は向上する
と考えますが、安全の面も含めて総合
的に考えるとお勧めできません。
山﨑　確かに国内では推奨していない
ですよね。
髙垣　荒井先生のクリニックでは支台
歯の清掃のマニュアルはどうされてい
るのでしょうか。清掃について若手の
先生に指導することはありますか。
荒井　セットの時の準備として、ポ
リッシングペーストとロビンソンブラ
シがトレーに置かれています。それを

使用して支台歯清掃してから接着にな
ります。
髙垣　個人的にはフッ化物を含有せず
水洗しやすいタイプの歯磨剤を使うこ
とをお勧めしているのですが…。
荒井　ただ、歯肉縁下まで形成してい
る場合、ブラッシングできる範囲も限
られていますからね。
髙垣　確かに支台歯の隣接面の部分は
ブラシが入っていかないですよね。そ
うを考えると口腔内でも清掃できる
「カタナ®クリーナー」の有用性は大き
いということですね。
峯　私も「カタナ®クリーナー」を使っ
て研究データを取ったうえで、支台歯
の清掃に有用性はあると考えています。
山﨑　ありがとうございます。目に見
えない部分の環境が少しでも良くなる
ようにという理由から「カタナ®クリー
ナー」を積極的に使っていましたが、
あらためて有用性があることが分かり
ました。

ブラスト処置が当たり前
の時代に

山﨑　最後に実際のブラスト処置につ
いてお聞きしたいのですが、噴霧する
粒子の大きさは決まっているものなの
でしょうか。
髙垣　ジルコニアに関してはエビデン
スベースがほぼすべて50μmを使って
いて、それ以外の粒子を使った論文は

ほとんど見られません。
山﨑　では50μmがスタンダードとい
うことですね。ブラストする距離や当
て方のポイントはありますか。
髙垣　メタルと違ってジルコニアなど
の白い補綴装置の場合、見た目が変わ
らないので被着面のブラストしたい部
分に油性マジックで黒くマーキングし
て、その黒い部分がすべて剥がれたら
完了という方法を推奨しています。こ
の方法は何度も同じ部分に当てて適合
性が低下するエラーも回避できますし、
ブラスターの粉切れも確認できます。
峯　私も学生に指導する際には可視化
するためマジックで塗る方法を使うこ
とがあります。
山﨑　内面を狙っても外側まで飛散し
てしまうものなのでしょうか。
髙垣　ブラスターから1cm離した場
合、粉がメインで飛散する範囲は約直
径2mmですが、それより外側1mm程
度は粉の影響が出てしまいます。例え
ばCAD/CAMインレーのギリギリのと
ころを狙った場合、その外側にも当
たっていると思います。できれば1cm

を維持したいのですが、そこまでシビ
アに求めなくてもいいとは思います。
峯　当て方や距離は今後検討すべき課
題だと思いますが、「シンプルで誰も
が使いやすいものを」という導入のコ
ンセプトを重視して「まず使ってみる」
ところからスタートして欲しいと思い
ます。

座談会の前に「アドプレップ」を実際に試していただきました。
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髙垣　荒井先生のクリニックでは、

2015年くらいから試作の減圧可能な
サンドブラスターを使っていただいて
いましたが、若手の先生はうまく使っ
ていただけていましたか。
荒井　若い先生はサンドブラスターを
使うのが当たり前ですし、「接着の手
順は〇〇です」という中で育っていれ
ば何の疑問もなくその手順を踏むんで
すよね。ですので、私たちが日常臨床
で「CAD/CAMレジン冠やCAD/CAM

インレーが良くない」という比較の対
象はすべてメタルのクラウンインレー
です。簡単に形成できて何も考えずに
合着できた時代との比較なので、「複
雑だ」とか「接着しない」という話に
なってしまうのではないでしょうか。
デジタル機器を活用する際も同じです
が、「サンドブラストは当たり前」と
いう感覚で診療のステップに組み込む
ことが大事だと思います。
髙垣　「サンドブラストはセット直前」
というルールも徹底されていますか。
荒井　もちろんです。当てる際にはみ
出してしまうとかきちんと当たってい
るか不安なら、低い気圧から始めれば
良いし、距離も1cmにこだわらず少し
遠めから始めれば良い。まずは使って
みて取り回しに慣れることが大事です。
髙垣　そういう意味からも「アドプ
レップ」は比較的低価格で導入できま
すし…。
荒井　何度も脱離して再製を繰り返す
ことを考えれば、一度購入すれば5年

10年と使えますよね。サンドブラスト

する時間なんて1分もないですよ。個
人的には、近い将来すべてのユニット
に口腔内スキャナーとサンドブラス
ターは必須になると思っています。接
着のたびに使うという意味では、私に
とってセメント練板とかスパチュラと
同じ感覚です。
髙垣　ぜひそういう感覚で使っていた
だきたいですね。
荒井　そうなっていくと思いますよ。
接着が変わらない限りサンドブラスト
は必須です。
髙垣　CAD/CAMレジン冠は国内では
保険の事情でグッと伸びていますが、
将来的にチェアサイドミリングになっ
た時には抜群に伸びるでしょう。そう
いう意味からもミリングしてすぐブラ
スト処置できる環境は理想的ですね。
荒井　今後は安全性の観点からアルミ
ナ以外の材料などについて考えていた
だく必要はあると思いますし、口腔外
バキュームもさらに重要度を増すこと
になるかもしれません。
髙垣　若手の先生方を育てる立場の荒
井先生や山﨑先生からすると、接着へ

の理解をもっと深めて欲しいという思
いもあると思います。一方で、今回
「アドプレップ」を開発・上市した理
由として、「ブラストしないことでエ
ラーを招いている先生方をフォローし
ていきたい」ということが大きなモチ
ベーションでした。CAD/CAMレジン
冠やジルコニアは本来すばらしいマテ
リアルであることは間違いありませ
ん。ただ、接着する先生方が自信を
持って装着できていない。さらにそれ
を扱うためのデバイスが足りなかっ
た、というところの繋ぎとして捉えて
いただいて、まずは私たちが積極的に
使って、その良さを先生方に丁寧にお
伝えしていくことが大切だと感じてい
ます。
モリタ　接着理論を十分に理解し、そ
のうえで高品質のセメント活用し適切
な処置を行うことで、CAD/CAM冠
やジルコニアが本来持つポテンシャル
を発揮できるということが本日の座談
会で再認識できたように思います。本
日は貴重なお話をありがとうございま
した。

WHITE CROSSセミナー
ページにアクセスします。

詳しくはこちら

座談会の動画はオンライン（有料）にてご覧いただけます。
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