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コンポジットレジン2級修復
の現在

　現在、臼歯部の隣接面う蝕への対応
として、健全歯質への切削介入を最小
限とした審美的修復方法であるコンポ
ジットレジン2級修復は、多くの歯科医
師にとってその治療方法の第一選択と
なっていると思う。臼歯部メタルイン
レー修復に対する患者の抵抗は大きく、
歯科医師にとっても脱メタルの診療ス
タイルが浸透しつつある。CAD/CAM

インレーの保険導入により、一般的に
は保険診療における審美的な臼歯部2

級修復の選択肢は広がったと考えられ
るが、間接修復材料としての物性・術
式・適応症に関して検討した結果、当
院では現時点で施設基準の届出を行っ
ておらず、臨床活用はしていない。ま
た、保険外診療としてのセラミックイ
ンレー修復に関しても、直接法と比較
して健全歯質削除量が多くなる窩洞形
態や、破折時のリペア術式の難易度等
を考慮して当院では活用される場面が
限定的である。一方で、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。修復の規模によっては直
接修復での対応が困難な場合もあるが、
様々なマトリックスシステムの登場に
より徐々に修復操作の難易度は低下し、
適応範囲が拡大されていると考える。

長期予後が気になる

　コンポジットレジン直接修復の術後
経過に関する問題点として、①部分的
な破折、②修復材料の摩耗、③修復辺
縁部の着色、④修復材料の変色等が考
えられる。
　現在のボンディングシステムの歯質
接着強度を考えれば、コンポジットレ
ジン修復が窩洞から脱落するというト
ラブルは考えにくく、もし様々な問題
が発生しても部分的な補修修復等によ
り対応可能な場合が多い1）。
　コンポジットレジン修復材料は、過
酷な口腔内環境において長期的に歯質
と一体化して機能し、象牙質を守りな
がら修復材料自体は徐々に摩耗や変色
等の変化を受け入れる、こうした特徴
を持った材料であると考える。
　セラミックやメタル等の間接修復材
料は修復材料自体の形態・色調は変化
しにくい特徴を持つが、歯質との一体
化能力に関してはコンポジットレジン
直接修復に及ばない材料であり、歯冠
の部分欠損に対する修復材料選択にお
いて優位性を感じていない2）。
　一方で、コンポジットレジンはエナ
メル質と比較して耐摩耗性や強度に劣
る材料であり、前提として表層部等の
補修修復による維持管理を一定期間で
必要とするという認識を患者と共有し
て修復処置に適応すべきであると考え
る。

予後不良の原因と対処方法に
ついて

①部分的な破折：コンポジットレジン
修復材料の物理的な強度の限界により
発生し、補修修復による対応が必要と
なる。接着操作として、旧修復材料への
シランカップリング処理を行い、新た
なコンポジットレジンを厚さ等の強度
を確保しながら充填し形態を回復する。
②修復材料の摩耗：コンポジットレジ
ン修復材料の耐摩耗性不足により発生
し、修復部位への追加充填が必要とな
る。咬合接触により摩耗している場合
には、周囲の咬合関係と調和した形態
回復を目指し、追加充填完了後はマウ
スピースの装着により咬耗の進行速度
低減を目指す必要がある。
③修復辺縁部の着色：窩洞辺縁部の接
着強度不足により発生し、研磨や補修
修復による対応が必要となる。窩洞外
への過剰充填を原因とする辺縁部着色
には、主に形態修正や再研磨により対
応可能な場合が多い。また、重合収縮に
よる窩洞辺縁部の接着破壊を原因とす
る辺縁部着色には、接着操作として旧修
復材料へのシランカップリング処理を
伴う補修修復や再修復により対応する。
④修復材料の変色：コンポジットレジン
修復材料の経時的劣化により発生し、主
に接着操作として旧修復材料へのシラン
カップリング処理を伴う再修復により対
応する。コンポジットレジン修復材料内
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症例1-2　₄₅修復完了後、₆メタルインレー
を除去し、感染象牙質の範囲を確認。

症例1-5　₆隣接面部分の充填後、咬合面部
分を分割して積層充填。

症例1-8　₇劣化した旧コンポジットレジン
修復部分を除去し、再修復を完了。

症例1-3　₆窩洞形成を完了してラバーダム
システムを設置。

症例1-6　₆咬合面部分の充填操作を完了。

症例1-9　3年後。₇遠心頰側咬頭部分には若
干の摩耗・表面性状の劣化が認められるが、
再修復の必要はない状態。

症例1-1　術前。₄₅₆メタルインレー修復に
よる審美障害が主訴。

症例1-4　₆隔壁設置後、窩縁部エナメル質
へのセレクティブエッチング処置。

症例1-7　₄₅₆コンポジットレジン修復によ
る審美改善を完了。
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のマトリックスレジンが紫外線を吸収す
るとポリマーの分子構造の変化が生じて
劣化・変色、また吸水によるマトリック
スレジンとフィラーとの結合（シロキサ

ン結合）の加水分解により光の透過性・
屈折率などが変化して色調に影響を与え
ると考えられる。このような主に表層の
コンポジットレジン修復材料の経時的な

劣化は避けられないため、可能な限り象
牙質を温存し旧修復材料の表層に限定し
た補修修復等で審美改善を目指す方法も
検討する必要がある。

症例1 ：経過観察症例

　下顎臼歯部のメタルインレーによる
審美障害を主訴に来院。
　₄₅ メタルインレー修復を除去後、

1級コンポジットレジン修復により審美
改善を完了。₆ メタルインレー除去後
の2級窩洞には、3Dタイプのメタルマ
トリックスとリングタイプリテーナー
（3Dリテーナー スタンダード：ギャリ
ソンデンタル）を活用して隔壁を設置

し、2級コンポジットレジン修復を行っ
た。また、₄₅₆ 審美改善を完了後、
₇咬合面のコンポジットレジン修復が
摩耗して表層が劣化した部分にはコン
ポジットレジンによる再修復で対応
し、術後の経過観察およびメインテナ
ンスに移行した。3年後のメインテナン
ス時の口腔内写真より、最も大きな咬
合力負担を受ける下顎最後臼歯の遠心
頰側の機能咬頭部分でも、コンポジッ
トレジン修復の脱落や破折はなく軽度

の摩耗が認められる程度で、再修復の
必要はないと判断した。
　本症例の3年程度の経過を観察する
限りでは、コンポジットレジン修復に
よる健全歯質への非切削対応でも咬合
機能は維持され、高強度修復材料によ
る咬頭被覆形態での治療介入の必要性
を感じることはなかった。患者は、今
後も必要であればコンポジットレジン
による追加の補修修復で対処する方針
を希望した。

p026-029_CR_tashiro.indd   27p026-029_CR_tashiro.indd   27 2022/10/06   11:132022/10/06   11:13



28 Dental Magazine

症例2-2　窩洞形成前に咬合接触点を確認。

症例2-5　旧コンポジットレジン修復部分へ
のシランカップリング処理。

症例2-8　隣接面部分へのフロアブルレジン
（クリアフィル® マジェスティ® ES フロー 
Universal High：クラレノリタケデンタル）
の充填操作。

症例2-3　窩洞形成を終了し、ラバーダムシス
テムの設置後、3Dクリアマトリックスの試適。

症例2-6　窩洞全体への クリアフィル® メガ
ボンド® 2（クラレノリタケデンタル）プライ
マー処理。

症例2-9　補修修復の完了後。

症例2-1　₆ コンポジットレジン修復の部分
破折が主訴。

症例2-4　隔壁設置後、窩縁部エナメル質への
セレクティブエッチング処置。

症例2-7　窩洞全体へのクリアフィル® メガボ
ンド® 2（クラレノリタケデンタル）ボンディ
ング処理。
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症例2：リペア修復症例

　上顎臼歯部のコンポジットレジン修
復の部分破折を主訴に来院。
　₆遠心部の破折したコンポジット
レジン修復を部分的に除去してコンポ
ジットレジン直接修復による補修修復
を計画した。
　窩洞形成後の2級窩洞には、3Dタイ
プのクリアマトリックスとリングタイ
プリテーナー（3Dリテーナー フュー

ジョンS：ギャリソンデンタル）を活
用して隔壁を設置し、窩縁部エナメル
質へのリン酸エッチング処理および旧
コンポジットレジン修復部分へのシラ
ンカップリング処理（クリアフィル® メ
ガボンド® 2 プライマー＜クラレノリ
タケデンタル＞とクリアフィル® ポー
セレンボンド アクティベーター＜ク
ラレノリタケデンタル＞とを等量混和
して使用）を行い、ボンディング処理
（クリアフィル® メガボンド® 2＜クラ

レノリタケデンタル＞）により接着操
作を完了し、2級コンポジットレジン
修復を行った。
　間接修復材料と異なり、旧修復材料
の一括撤去が必要ない症例では、補修
修復により旧コンポジットレジン修復
の状態の良い部分は温存され、最小限
の切削範囲で歯間部の隣接面形態は再
構築され、臼歯部の機能回復が実現し
た。
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症例3-2　旧コンポジットレジン修復の除去
後。

症例3-5　₅ 3Dクリアマトリックスを設置し
てフロアブルレジンを充填。

症例3-8　₄ 遠心辺縁隆線部をペーストタイ
プレジンにて構築。

症例3-3　う蝕検知液とスプーンエキスカ
ベータを使用した感染象牙質の除去。

症例3-6　₅ 充填操作完了後、₄ 3Dメタルマ
トリックスを設置して窩縁部エナメル質への
セレクティブエッチング処置。

症例3-9　術後。

症例3-1　₄₅ コンポジットレジン修復部分
の冷水痛が主訴。

症例3-4　ラバーダムシステム設置後、窩縁部
エナメル質へのセレクティブエッチング処置。

症例3-7　隣接面部分へのフロアブルレジン
（クリアフィル® マジェスティ® ES フロー
Universal High）の充填操作。
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症例3：再修復症例

　上顎臼歯部のコンポジットレジン修
復部分の冷水痛を主訴に来院。
　₄ ₅歯間部のコンポジットレジン
修復下に2次う蝕を認め、旧修復材料
の一括撤去とコンポジットレジンによ
る再修復を計画した。
　う蝕検知液とスプーンエキスカベー
タを使用した感染象牙質の除去後、

3Dタイプのマトリックスとリングタイ

プリテーナー（3Dリテーナー フュー
ジョンS）を活用して隔壁を設置し、窩
縁部エナメル質へのリン酸エッチング
処理後、クリアフィル® メガボンド® 2

により接着操作を完了し、2級コンポ
ジットレジン修復を行った。
　本症例では、残念ながら旧コンポ
ジットレジン修復下に2次う蝕が形成
されたが、最初に行われた修復がコン
ポジットレジン直接修復であったた
め、窩洞形成時の予防拡大は行われて

おらず、隣接面の隅角部歯質が温存さ
れていた。これにより、最小限の窩洞
形成範囲で隔壁設置が可能となり、
健全歯質への切削介入を必要としない
コンポジットレジンによる再修復が可
能となった。最初にう蝕治療に介入す
る際の修復方法の選択が、その後の歯
の一生を左右するリピーテッド・レス
トレーション・サイクル（Repeated 

Restoration Cycle）の初期段階停止
に極めて重要であると考える。
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