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Abstract:Compositeresinrestorationswhichhavebeenwidelyusedintheclinicshaveaproblemtobringabout

hypersensitivityandsecondarydentalcariesduetothemicroleakageofenamelanddentinalmargincausedby

polymerizationcontraction.Thepurposec-ithisstudyistoverifytheoccurrenceofmicroleakagesandtocertify

theclinicaltechniqueinordertoavoidmiCroleakagebyusingthreediEerenttypesofresinbondingsystems

whichareknowntohaveenoughbondingstrengthtodentin.A洗erpretreatmentofthreetypesofresinbonding

systems,CompositeresinwasfilledinthecervicalcavitieswhichhadI)eenpreparedonextractedhuman

premolars.Thenthreepolishinggroups,namely,immediatelypolishedgroup,resinimpregnationgroupandone

weekwater-immersedbeforepolishinggroupwereexamined.Thespecimenswerestainedandthemarginaレ

leakagewasmeasuredundermeasuringmicroscope.FurthertheLaserScanningMicroscopewasusedtoobserve

thepretreatedsurfaceofdentinandenamel.Theelementaldistributiononadheredsurfacewasanalyzedby

Electronprobemicro-analyzer.Resultsshowedthatmicroleakagewassigni丘Cantontheenamelmarginmorethan

ondentinalmargin.Thepresentinvestigationshowedthatoneweekwater血 mersedbeforepoushinggroupand

resinimpregnationgrouphavestrongmarginalsealevenaftermechanicalcyclicloadtestandthermalloadtest.

Further,thedegreeofdecalci五Cationonpretreatedsurfaceissigni丘cantlydifferentbythepretreatmentagents,

andthedistributionofelementsonadhereddentinsurfaceisdissimilarbythebondingagentsbecauseoftheir

permeabilityintodentin.Thepresentstudyshowedthatthecompleteeliminationofmarginalleakageisnot

perfectyetevenwiththepresenceofthethreebondingsystemsusedinthisstudy.Asaconclusiononclinical

aspectitisrecommendedtoavoidimmediate-polishingorusingoftheresinimpregnationmethodinorderto

lessenmarginalmicroleakage.

抄録 :これまで広く用いられてきたボンディングシステムによるコンポジットレジン修復では,いまだレジン自身の

重合収縮の問題は解決されておらず,エナメル質席緑部及び象牙質寓縁部での辺縁漏洩が原因で,臨床上 知覚過敏
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や二次離蝕をおこすという問題点がある｡本研究は,近年の特に象牙質-の接着強化を標樗する各種レジンボンディ

ングシステムを用いたコンポジットレジン修復物の辺縁漏洩の発生状態を明らかにし,その防止のための臨床技法を

確立するために行われた｡ヒト抜去小臼歯に一席洞でエナメル監 象牙質両商縁を有する歯頚部寓洞を形成し, 3種

のレジンボンディングシステムを用いてコンポジットレジン充填を行ったOその後,当日研磨群,レジンインプレグ

ネーション法群そして一週間永中浸漬後研磨群の研磨方法の異なる3群に分け,辺縁漏洩試験を行ったOさらに走査

型共焦点レーザー顕微鏡を用いて,各種レジンボンディングシステム前処理後の表面性状を観察し,Ⅹ線マイクロア

ナライザーにより接着境界面の元素分析を行ったOその結果,象牙質寓緑よりエナメル質宿縁の方が微少漏洩が多く

見られたQまた,-週間水中浸漬後研磨群およびレジンインプレグネーション法を用いた群では,繰り返し荷重,熱

サイクルのどちらの負荷を加えた場合でも,エナメル質宿縁,象牙質宿縁の両者で,高い辺縁封鎖性が得られたo L

かし前処理剤の遠いにより接着境界面の脱灰の程度は大きく異なり,さらにボンディング剤の象牙質への浸透性の違

いから,材料により接着界面の元素分布も大きく異なることが明らかになり,現時点ではまだ改良の余地があること

が示唆されたo以上から臨床的にはいまだ当日研磨を避ける,もしくはレジンインプレグネーション法を行うという

術式を加え微少漏洩を最小限に抑える必要があることが示されたQ

緒 看

1970年代後半のレジンボンディングシステムの開発に

よる歯質への接着性の向上は,保存修復における従来の

商洞形成の基本概念を根本的に改革 し,蘭蝕治療は歯質

削除を最低限にとどめ歯髄に優 しい生物学的アプローチ

の時代を迎えている｡

現在,レジンボンディングシステムを併用したコンポ

ジットレジン修復は,歯質接着性,審美性,表面性状,

耐磨耗性等の改良が加えられ,臨床においてもっとも広

く用いられる修復法 となっている｡ しか し,レジン自身

の重合収縮の問題はいまだ解決されてお らず,これまで

の研究ではエナメル質宿縁部に比べて象牙質寓嫁部にお

いては未だかなり辺縁漏洩の危険性のある事が報告 され

ている1-5-0 また,最近のわが国の急激な人口の高齢化

は,歯肉退縮による根面覇蝕や歯東部磨耗症の症例数の

増加 を招 き,これら象牙質寓緑をもつ轟洞の適正な修復

法の確立は大きな課題 となっている. 一方,専 らの研究

により, コンポジットレジン修復物周辺のエナメル質に

は,一般にホワイ トマージンと呼ばれる微少亀裂が発生

することも指摘 されてお り6375,これらは,いずれも臨

床上,知覚過敏や 2次郎蝕発生の原因となるリスクが高

い｡さらに,広範な欠損 により生 じた脆弱なエナメル質

をも保存 してコンポジットレジン修復を行う症例も多 く

な り,エナメル質に対する接着性や辺縁漏洩についての

課題 も多いO

最近では,ボンディングシステムにも次々と改良が加

えられ,特に象牙質-の接着強化を標梼する新材料 も市

販され注 目を集めている｡

そこで,本研究では,微少漏洩やエナメル質微少亀裂

の発生を防止するための臨床術式を確立する目的で,市

販の各種 レジンボンディングシステムを用いて各種研磨

条件下でコンポジットレジン修復を行い,それ らの発生

状態を観察 し,それらの原因究明のために走査型共焦点

レーザー顕微鏡 8'を用いてボンディングシステム前処理

面の形状 を比較検討 し, さらにⅩ線マイクロアナライ

ザー9)にて接着境界面の元素分析を行い,微細構造学的

に検討 した｡ また,その臨床上の対策のための術式の検

討を行った｡

材料及び方法

1.億用材料

表 1に示すボンディングシステムとコンポジットレジ

ンの組み合わせからなる, 3種の光重合型コンポジット

レジンシステムを用いた｡

表 1 実験材料

クリアフィルAPX. Z-100. クシーノCF.

メガボンドシステム シングルボンドシス クシーノCFポンドシ

(クラレ社製) テム (3M社製) ステム (三金社製)

歯面前処理剤 CLEARFlL SCOTCHBOND XENO CF BOND

MEGA80ND ETCHANT Universa一

PRIMER(lot:00004A) (lot:19980914) Catalyst(Jot:980911)

ボンディング剤 CLEARRLMEGABONDBOND(lot:00012A) SⅠNGLE BONDADHESⅣE(lOt:19980914)

コンポジットレジン CLEARRLAP-X Z-100 XENO CF PASTE

2.辺縁部微少漏洩試験及びエナメル質微少亀裂観察

辺縁部微少漏洩試験及びエナメル質微少亀裂観察には

水中保管 したヒト抜去小臼歯を用いた｡ 実験には繭蝕や

着色のない抜去歯を選択使用 したO

まず,抜去歯面の付着物を手用スケーラーにて除去 し

た｡続いて頬側及び舌側に直径1.0mmの球形ダイヤモン

ドバー (#010,日向和田精密製作所製)を用いて高速
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注水下にて歯冠と歯根の両面に及ぶ縦 4mm,横 4mm,

深さ1mmの浅皿状の歯頚部寓洞を形成した (図 1)払131｡

Enamel

図1 歯頚部商洞と矢状切断面

歯頚部蘭洞周囲にプロテク トバーニシュ (クラレ社製)

を塗布し,表 2に示す術式に従って,エナメル質及び象

牙質寓壁を前処理 し,コンポジットレジンを0.5mmの

Lap-jointに-挙充填 した13)｡その後,40秒間光照射 して

コンポジットレジンを硬化させたoコンポジットレジン

の硬化後,ソフレックス (3M社製)を用いて,表 3に

示すように充填直後研磨, レジンインプレグネーショ

ン法14),-週間水中浸潰後研磨の3条件下にて研磨を行

ったOレジンインプレグネーション法を用いた群は,光

照射直後研磨 した後 クリアフィルフォ トボンドを塗布

し,30秒光照射後さらに再研磨 し作成した｡尚,光照射

は,コル トラックス4 (ヨシダ社)にて行った｡

表 2 使用ボンディングシステムと術式

1.メガボンドシステム(クラレ社製)

プ竃 ~ 20.慧 旺

メガポンド
塗布

10秒光照射

クリアフィルAp-X

充填･光照射40秒

2.シングルポンドシステム(3M社製)

エツチャント処理 -'.~◆ー シングルポンド塗布 南 扇 粛 Z,giAl.0,%?F.射.｡砂15秒放t･水洗 再度塗布

･プロッティング

3.クシーノCFボンドシステム(三食社製)

クシーノCFボンド塗布
20秒開放故･鞍熊
･光照射10秒

表3 研磨後の処理手順

クシーノCFペースト
充填･光照射40秒

充填後研磨処理された 3群について,0.2%塩基性 フ

クシン水溶液浸漬下にで24時間繰 り返 し荷重負荷試験

(1.3kg,98回/分,約14万回)あるいはサーマルサイク
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ル負荷試験 (5℃ 1分～22℃30秒～60℃1軌 100往復)

により負荷を加え,辺縁漏洩試験を行った5}1訂18㌦

辺縁漏洩試験終了後,樹脂包埋 した抜去歯を硬組織切

断装置 (MARUTO社製MICRO CUTTER MC-201)

を掃いて頬面,舌面のコンポジットレジン充填の寓洞

中央を通るように矢状断 し (図 1),歯頂側エナメル質

寓縁部および歯肉側象牙質南棟部での色素浸入の深 さ

を,デジタル式測定顕微鎮 (オリンパス社製STM5)

にて測定すると同時に,エナメル質微少亀裂を観察し,

その発生頻度を調べたQなお,各条件につき,5歯10腐

洞のコンポジットレジン売場 を央状切断した20試片を

作成 し,実験観察を行った｡

統計学的分析は,一元配置分散分析及び多重比較とし

てTukey法を用い危険率 5%で行った｡

3.走査型共焦点レーザー顕微鏡による前処理面の観察

ヒ ト抜去小臼歯 3本を校合面か ら象牙質が出るまで平

らに削除し,その後#1400のシリコーンカーバイドペー

パーにて研磨 した観察用歯を作成 した｡さらに,それぞ

れの研磨面に適法に従いメガボンドプライマー塗布20秒

放置,シングルボンドシステムのエツチャント塗布15秒

放置,クシーノCFボンド塗布20秒放置の前処理を施し

たQ (表 2)

前処理後,メガボンドプライマー,クシーノCFボン

ドはアセ トンにて洗浄除去し,シングルボンドエツチャ

ントは,水洗 し除去した｡その後,余剰水分をぬ ぐった

湿潤状況下にて,前処理後の象牙質およびエナメル質の

表面性状 を走査型共焦点レーザー顕微鏡 (OLYMPUS

OPTICAL社製 OLSllOO)にて観察した｡観察倍率は

1000倍にて行った｡

4.X線マイクロアナライザーによる接着境界面の元素

分析

ヒ ト小臼歯の校合面 を象牙質が出るまで平 らに削除

し,#1400のシリコーンカーバイ ドペーパーにて研磨 し,

適法に従い 3種のレジンボンディングシステムを用いて

コンポジットレジン修復を行った｡(表 2)その後樹月旨

包埋 した観察用歯を矢状切断し#1400のシリコーンカー

バイドペーパー研磨後,パフ研磨を行いさらにアルミニ

ウムメッキを施し,Ⅹ線マイクロアナライザーにて接着

境界面の元素分析 を行った9日9)｡観察倍率は3000倍にて

行った｡

成 績

1.辺縁部微少漏洩試験及びエナメル質微少亀裂観察

図2及び図 3は,24時間繰 り返 し荷重負荷試験後及び

サーマルサイクル負荷試験後の各種レジンボンディング

システムの微少漏洩の結果を示したものである｡今回用

いたいずれのレジンボンディングシステムにおいでも微
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図2 24時間繰り返し荷重負荷試験後の微少漏洩
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図3 サーマルサイクル負荷試験後の微少漏洩

少漏洩が認められたO24時間繰 り返 し荷重負荷試験後で

は,シングルボンドシステムを除きほとんどの条件下で

エナメル質宿縁のほうが,象牙質宿縁より微少漏洩が大

きかったOサーマルサイクル負荷試験では,ほぼすべて

の条件下で,エナメル質寓縁のほうが,象牙質寓緑より

微少漏洩が大きかった｡また,ほとんどの条件下で,エ

ナメル質境界と象牙質境界のどちらにおいても当日研磨

群はレジンインプレグネーション法群及び一週間水中浸

潰後研磨群より微少漏洩が大きくみられnt=Oエナメル質

において,シングルボンドシステムでは,24時間繰 り返

し荷重負荷試験後及びサーマルサイクル負荷試験後の両

方で,当日研磨群に比べてレジンインプレグネーション

法群と一週間水中浸潰後研磨群は著 しく漏洩が小さかっ

たが,クシーノCFボンドシステムでは24時間繰 り返し

荷重負荷試験後においてレジンインプレグネーション法

秤,一週間水中浸潰後研磨群とも当日研磨群と同程度に

漏洩が大きく,サーマルサイクル負荷試験後ではどの研

磨条件下でも漏洩は他の 2材料に比べ大 きかった｡象牙

質においでは,24時間繰 り返し荷重負荷試験後及びサー

マルサイクル負荷試験後のどちらにおいても, 3種のレ

ジンボンディングシステムで,レジンインプレグネーシ

ョン法群と一週間水中浸潰後研磨群 との間で漏洩の有意

差はなかった｡24時間繰 り返し荷重負荷試験後及びサー

マルサイクル負荷試験後のどちらにおいても,エナメル

質においてクシーノCFボンドシステムが,レジンイン

プレグネーション法群及び一週間水中浸漬後研磨群で,

他の 2材料より漏洩が大きかったが,象牙質においては

3種のレジンボンディングシステムの間に有意差はなか

った｡シングルボンドシステムでは,24時間繰 り返し荷

重負荷試験後及びサーマルサイクル負荷試験後において

象牙質の当日研磨群で他の2材料よりも有意に漏洩が大

きかった｡

表4はコンポジットレジン充填席洞を矢状切断した

20試片におけるエナメル質微少亀裂の発生頻度を示した

ものである｡エナメル質微少亀裂発生頻度は, 1条件を

除いて一週間水中浸潰後研磨群の方が当日研磨群及びレ
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表4 エナメル質微少亀裂の発生頻度

メガボンド シングルボンド クシーノCFボンド
システム システム システム

24 荷琴 喜返 試し 験 当日研磨 6 7 9

レジンインプレグネーション法 4 4 4

-週間水中浸漬後研磨 0 1 1

サ立 景サ 試;蘇ル 当日研磨 7 4 4

レジンインプレグネーション法 5 2 4

5歯10窟洞20切断面中の亀裂の数

ジンインプレグネーション法群より少なかった｡

2.走査型共焦点レーザー顕微鏡による前処理面の観察

図4は走査型共焦点レーザー顕微鏡を用いて観察した,

エナメル質及び象牙質試片における各種レジンボンディ

ングシステム前処理面の微細構造を示したものである｡

エ
ナ
メ

ル
質
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図4におけるE-1,D-1の2像はメガボンドプライマー

により前処理した像で,E-1のエナメル質像では,研磨

痕が強く残っており,一方D-1の象牙質像では研磨痕と

ともにスメア一層の租造化が見られ,象牙細管の輪郭が

比較的明瞭に認められ脱灰が軽度であることが,明らか

になった｡

図4のE-2,D-2の2像は,シングルボンドエツチャ

ントによる前処理面の像であり,E-2のエナメル質像,

D-2の象牙質像とも研磨痕およびスメア一層がほとんど

消失し,さらに象牙細管は,広 く開いており細管内部には

内容物も見られる｡このことから脱灰は強いと判断される｡

図4のE-3,D-3の2像は,クシーノCFボンドによ

る前処理面の像であり,E-3のエナメル質像,D-3の象

牙質像とも研磨痕はわずかに残存し,粗造なスメア一層

も存在している,象牙細管の開いた像も一部に見られ脱

灰は中等度であると判断できる｡

メガポンドプライマー処理面 シングルポンドエツチャント盛理面 クシーノCFポンド処理面

図4 前処理後の走査型共焦点レーザー顕微鏡像

3.X線マイクロアナライザーによる接着境界面の元素

分析

図5-1, 5-2, 5-3は,X線マイクロアナライザー

により撮影した各種コンポジットレジンシステムの象牙

質接着境界面のSEM像およびCa,N,Cの元素分布図

を示したものである｡

図 5-1に示すメガボンドシステムの接着境界面では

前処理により生じた脱灰層を意味する窒素に富んだ層は

薄く,レジンの存在を示す炭素の層で境界面は満たされ

ている｡ 図 5-2のシングルボンドシステムでは,リン

酸による酸処理を行うため幅の広い脱灰層が生 じてお

り,同部に相当して窒素に富んだ層が形成されていた｡

15/Jm

図5-3のクシーノCFボンドシステムでは,シングルボ

ンドシステムと同様の窒素に富んだコラーゲン変性層の

厚い層が観察された｡

考 察

1.辺縁部微少漏洩について

一般に,従来の酸処理後乾燥,ボンディング剤塗布,コ

ンポジットレジン充填という術式の接着性コンポジッ

トレジンは通常,象牙質よりエナメル質に対しはるかに

強 く接着すると報告されている2･5)｡福島らは,歯頚部

5級席洞に従来のコンポジットレジンシステムで充填

- 53-



262 新潟歯学会誌 32(2):2002

■ヽ′↓L
t

l
′一､9

lrJ

Vt†,J A.i
､

N l
,._jI.†〟ll"4r

∵∴∵..-

>
■､t31･

図5-1メガボンドシステム

IN

10〃m
Ⅹ線マイクロアナライザー像

10〟m

図5-2 シングルボンドシステム ･Ⅹ線マイクロアナライザー像

….恕綿飴 .

ヽ
｢･

･
.
.

･.
二

二

..i

J
l'

N
･

?

p･軒 fr11.､も 10〟m
図 5 - 3 ク シ ー ノ C F ボ ン ド シ ス テ ム ･ Ⅹ線マイクロアナライザー像

- 54-



小林 裕二 ほか

した場合にはエナメル質辺縁より象牙質辺縁において著

しく漏洩が大きいと報告している1'o また,辺縁漏洩に

細菌侵入などが加わり,歯髄刺激が強くなるという報告も

ある弧き｡さらにハニラツサイらは,ニホンザルを用いた実

験で従来の酸処理後ボンディング剤処理 しレジン充填

を施した象牙質マージンでは充填後30日以上の経過で

30/0-300/Oの症例で細菌侵入があると報告している231O

今回の微少漏洩試験により,象牙質との接着性の強化

をうたった最近のコンポジットレジンシステムでは,セ

ルフエッチングシステム,改良されたボンディング剤,

水分を残しコラーゲンとの接着を強化するウエットボン

ディングシステムといった新しい技術を用いることによ

り,従来の一般的な接着性コンポジットレジンシステム

より,象牙質辺縁での微少漏洩を大きく減少できると考

えられる｡実験に用いた象牙質接着性の強化をうたった

コンポジットレジンシステムは象牙質との接着性が向上

し,象牙質寓洞 (根面離蝕等)の微少漏洩に対しては,

非常に有効な材料であることが示唆された｡また臨床的

にはレジンインプレグネーション法の併用や,一週間後

研磨という技法を用いることにより,さらに微少漏洩を

減らすことが可能であることが示された｡しかし反面,

エナメル質辺縁では象牙質辺縁より微少漏洩が大きく,

従来の一般的なシステムよりむしろエナメル質微少漏洩

が起きやすいことが示された｡すなわち,エナメル質辺

縁の宿洞 (-政商洞等)には,酸処理,ボンディング剤,

レジン売場 という従来のシステム方が,微少漏洩に関

しては,有効であることが示唆された｡

2.エナメル質微少亀裂について

エナメル質微少亀裂は材料による発生頻度に差は少な

かったが,研磨条件による発生頻度の差は大きく,一週

間水中浸潰後研磨群の方が当日研磨群及びレジンインプ

レグネーション法群より少なかった｡

このことは,当日研磨の段階でエナメル質微少亀裂が

発生していることを示している｡ よって臨床的には当日

研磨をせず,一週間後の次回来院時に研磨することが理

想的であるOしかし,校合面一級蘭洞等の当日研磨が不

可避の症例において,レジンインプレグネーション法を

用いることでエナメル質微少亀裂の補修を行うことは,

臨床的に有意義であると思われる｡

3.前処理後の脱灰について

走査型共焦点レーザー顕微鏡は,走査型電子顕微鏡と

違い,金属蒸着等の表面処理の必要がなく,さらに観察

の際に試片を真空状態に置 く必要がないため,前処理 し

た直後のウェットな状態で試片の表面性状を観察するこ

とができる｡そのため前処理面の脱灰状態や象牙細管内

の内容物等が,より臨床状態に近い状態で観察でき,さ

らに,表面の粗さ計測が可能なため,脱灰の程度もより

詳細に判断できるようになった｡リン酸エッチングを用
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いているシングルボンドシステムでは,セルフエッチン

グシステムを用いているメガボンドシステムに比し,脱

灰が強く,クシーノCFボンドシステムにおいてはその

中間程度の脱灰が見られたo

Lかし,脱灰量の大きい酸処理という手法を用いてい

るシングルボンドシステムを用いた場合でも研磨条件に

よっては他の材料よりエナメル質での微少漏洩が大きい

場合もあり,実際の微少瀬洩の発生には前処理剤の性能,

コンポジットレジンの重合収縮量,充喝後の環境条件

など多くの要素が考えられ,今後の検討を要する｡

4.接着境界面の元素分布について

Ⅹ線マイクロアナライザーは,走査型電子顕微鏡の電

子線により発生する特性Ⅹ線を分析し試片の微細な元素

分布を画像化する装置である｡特に今回用いた波長分散

型Ⅹ線マイクロアナライザー (島津社製EPMA-8705)
は比較的低濃度の炭素,窒素といった軽元素の分･新が可

能であるという特徴を持っている｡そのため,レジン

充填された試片の凝着境界面の元素分布の分析には極

めて有効な装置である91｡今実験では,各コンポジット

レジンシステムによるレジン充墳後の接着境界面の元

素分布を分析した｡韓らによると接着境界面の窒素に富

んだ層はエッチングにより脱灰された際に生じるコラー

ゲン変性層であると報告されており,その層が漏洩や細

菌侵入の原因になりうると考えられている1910

メガボンドシステムでは,脱灰が接着界面に限局し,

窒素に富んだコラーゲン変性部分が非常に少ない像が観

察された｡これは,セルフエッチングシステムにより脱

灰した部分に十分にボンディング剤が浸透していること

を示しているoまたシングルボンドシステムとクシーノ

CFシステムでは,前処理により脱灰と蛋白変性がおき

た窒素に富んだ脱灰層が厚く残存 しており,このことは

ボンディング剤が脱灰層全層に浸透することができず,

一部にしか浸透し切れなかったことを示している0

5.ボンディングシステムと接着について

従来のボンディングシステムでは,象牙質よりエナメ

ル質との接着が大 きい と報告されているが 1･5),今実験

で用いた象牙質接着性の強化されたボンディングシステ

ムではほとんどの条件で象牙質よりエナメル質において

微少漏洩が大 きく観察された｡

福島らによると象牙質のレジン含浸層は,3〟m程度

でその接着力はボンディング剤の種類により大きく異な

ることが報告されている24)｡さらに韓らは,象牙質接着

境界面において残存した脱灰層はボンディング剤による

接着力を弱め,さらには微少漏洩や二次カリエスの原因

となりうること,またウエットボンディングシステムは

レジン含浸層が厚 くなり微少漏洩に有効であることを報

告している19)0

セルフエッチングシステムを用いたメガボンドシステ
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ムでは,象牙質接着面において窒素に富んだ層が少なく

脱灰層のほとんどがレジン含浸層となっている｡ しかし

レジン含浸層の厚さはウエットボンディングシステムを

採用 しているシングルボンドシステムに比べ薄い可能性

があるO クシーノCFボンドシステムでは,両システム

の中間的な脱灰とレジンの浸透能を示している｡

この 3種のレジンボンディングシステムにおいて,エ

ナメル質辺縁の微少漏洩が大きかった理由としては,メ

ガボンドシステムのセルフエッチングシステムでは脱灰

が弱 くエナメル質に十分な接着が得 られなかった可能性

が考えられ,さらにシングルボンドシステムでは酸処理

という手法は従来の一般的なボンディングシステムと変

わらないものの,ウエットボンディングシステムという

象牙質接着性に有効であるシステムが,エナメル質辺縁

ではその水分の存在の故に耐漏洩性能の低下を起こして

いる可能性が考えられる｡ またクシーノCFボンドシス

テムでは脱灰性能は両者の中間的であるが,ボンディン

グ剤のレジン硬度が十分でない可能性がある｡

結 論

各種レジンボンディングシステムを用いて,異なる研

磨条件下にて辺縁漏洩試験を行った｡ さらに共焦点レー

ザー顕微鏡を用いて,前処理後の表面性状を観察し,Ⅹ

線マイクロアナライザーにより接着境界面の元素分布を

調べ,以下の結論を得た｡

1..微少漏洩試験の結果より,近年の象牙質への接着

性を改良したといわれるレジンボンディングシステムは

象牙質との接着性は格段に向上 したものの,エナメル質

への接着性は逆に低下傾向を示 し,臨床的には当日研磨

を避け,またレジンインプレグネーション法の併用を行

うなどの術式を加えることで,辺縁部微少漏洩を最小限

に抑える必要があることが示されたo

さらに,当日研磨下においてエナメル質微少亀裂が高

頻度に観察され,一週間水中浸潰後研磨群では発生頻度

が少なかったことから,エナメル質微少亀裂の抑制のた

めに当日研磨を避けることの重要性が示された｡

2.走査型共焦点レーザー顕微鏡によみ観察によれば,

前処理剤による脱灰の程度は,各種ボンディングシステ

ムによりそれぞれ異なっていたが,脱灰の程度と微少漏

洩 との間には必ずしも一定の関係は認められず,ボンデ

ィング剤の浸透性能や硬度,コンポジットレジンの重合

収縮などその他の要因が考えられ,今後の更なる研究が

必要である｡

3.X線マイクロアナライザーによる観察により,節

処理剤による脱灰層の厚さとボンディング剤が含浸する

厚さがすべてのボンディングシステムで一致する訳では

な く,前処理剤の脱灰能,ボンディング剤の浸透性 と硬

度のバランスがシステムとしての接着性能にとって重要

であることが示唆された｡

臨床的には,各種ボンディングシステムを違う組み合

わせで使用することが危険であること,操作時間を厳密

に守ることが,より強い接着と微少漏洩防止に重要であ

ることが確認された｡

将来的には,エナメル質により強固に接着するととも

に象牙質への必要十分な脱灰能と浸透能を併せ持った操

作性のよいワンステップタイプのセルフエッチング ･ボ

ンディングシステムの開発が望まれるO
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