
NiigataDent.J.25(2):79-86,1995

歯科用 CAD/CAM システムを用いた

セ ラ ミックイン レー修復

石 川 和 之,福 島 正 義,岩 久 正 明

新潟大学歯学部歯科保存学第-講座 (主任 :岩久正明教授)

(受付 :平成 7年11月6日:受理 :平成 7年11月8日)

201

CeramicinlayrestorationusingadentalCAD/CAM system

KazuyukiISHIKAWA,MasayoshiFUKUSHIMAandMasaakiIWAKU

DePartmentofOperlatZ'L,eDentisわγandEndodontics

Nl'2'gataUni乙･erSitySchoolofDentistn l

(Chl-ef:P710fMasaahiIWAKU)

(ReceivedonNovember6,1995IAcc砂tedonNovemberQ̀,1995)

KeywordS:CAD/CAM (コンピューター支援設計/製作),ceramicinlay(セラミックイソレ-),clinicaltechnique

(臨床技法),adaptability(適合性)

Abstract:TheclinicaltechniqueofceramicinlayrestorationsusillgadentalCAD/CAMCERECsystemwas

iIltrOduced,andtheclinicaladvantageanddisadvantageofthissystemwasdiscussed.Moreover,theadaptability

oftheCERECinlaystothepreparedcavitieswascomparedwiththatofconventionallaboratoryfabricated

porcelaininlays.ClassIIMOcavitieswerepreparedinextractedhumanpremolars,andtheceramicinlayswere

madebytheCERECsystemorindirectlaboratory･firedmethod.Eachinlaywasbondedbyaresinousadhesive

cement,thentherestoredteethweresectionedmesiodistally,andadaptationtothecavitywasdetem inedby

measuringthethicknessoftheadhesivecement.Thecementthicknesswas146-263〃mfortheCAD/CAMgroup

and72-170JJmforthelaboratory･firedgroup.Statisticalanalysisshowedasignificantdi庁erencebetweenthe

CAD/CAMandlaboratory-firedgroups.Thelargecementlineontheocclusalsurfacehasbeenreportedtoresult

inselectivewearoftheexposedlutingcements;therefore,theuseofwear-resistantlutingmaterialsisrequired.

抄録 :歯科用 CAD/CAM セレックシステムを用いたセラミックインレー修復の臨床術式を紹介し,本システムの

長所と問題点について考察するとともに,本システムを用いて製作されたイソレ-修復物の富壁適合性を,従来の焼

成法によるポーセレンイソt/-と比較評価したOヒト抜去小臼歯に2級 MOインレー窟洞を形成し,CAD/CAM シス

テムあるいは焼成法により製作されたイソレ-修復歯を近遠心方向に半切し,切断面上における修復物 と歯質の間の

セメント厚さを計測することにより適合性を評価したOその結果,CAD/CAM システムによるインレーのセメント厚

さは146-263FLmであり,焼成法の72-170jLmに比較 して有意に大きいことが判明したo大きな幅のセメントライン

は校合面においては選択的に摩耗を生じるという報告もあり,耐磨耗性に優れた接着材の応用が必要であると思われ

た｡

は じ め に

これまで,白歯部修復 には主 として金属材料が多 く用

いられてきた｡ しかしなが ら,水銀 による環境汚染問題

〒951 新潟市学校町通 り2番町5274番地

に端 を発 した アマルガム離 れ 近年の各種金属 アレル

ギー問題や審美性の要求 などからコソポジ ットレジンや

各種セラ ミックスによる歯冠色修復が試み られるように

なったO当教室においても10年以上にわたって白歯用 コ

ソポジッ トレジソの基礎的お よび臨床的研究を続 け,本

材料が従来の歯科用アマルガムの適応症に応用で きる材

料であることを確認 した｡ しかし,瞭合面接触や隣接面
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接触を失った大型欠損の直接修復には技術的あるいは物

性的に課題が残されている｡一方,これまで硬 くて脆い

ために白歯校合面に,その使用がかな り限 られていた

ポーセレンは,その後シランカップリング剤塗布法 とコ

ンポジットレジン系接着材 との併用により結合が強化さ

れ,大型歯冠修復にも試みられるようになった｡さらに

エナメル質の硬さと類似したガラスセラミックスの応用

が加わ り,いわゆるセラミックインレーが最近 とくに注

目されるようになっている｡現在,セラミックインレー

の製作法には耐火模型材上でポーセレンを直接焼成する

方法, ロス トワックス法によりDicorや OCCのような

溶融型セラミックあるいはIPSEmpressのような加圧

型セラミックを鋳込む方法,ならい加工により既成セラ

ミックブロックを削 り出す(ミリング)方法,CAD/CAM

(ComputerAidedDesignandComputerAidedManu-

facturing)により既成セラミックブロックを削 り出す方

法がある｡前三者は間接法により,熟練した技術 と複雑

な製作過程が要求され,それに伴 う技工時間は長時間に

及ぶため治療費が高額になる｡それに対して,セラミッ

クスによる修復物の製作に, コンビニ-クーを応用し,

技工作業を一切行 うこと無 く,診療室において短時間で

セラ ミックインレー体を製作することのできるCAD/

CAM システムが開発され臨床応用されている｡ CAD/

CAM システムとは, コンピューター支援設計, コン

ピューター支援製作 という意味であり,工業界ではかな

り以前から取 り入れられていた技術である｡歯科領域に

この技術を応用する研究は数多 くなされてきたが,初め

て実用化 されたのは,1980年 スイスのBrandestiniと

M6rmannらの研究1)から開発されたセレックシステム

(CEramicREConstruction,SiemensAG,Bensheim,

Germany/(秩)モリタ)である｡1986年に初めてヨーロッ

パやアメリカで発売されて以来,切削部や ソフ トウエ

ア-の改良が施され,我が国では1992年10月より発売さ

れている｡セレックシステムの特徴としてほ,歯冠色の

材料を用いること,チェア-サイドで修復が行えること,

三次元的光学印象を行なうこと,短時間で修復物を製作

できること, レジン系接着材により接着を行 うことなど

が挙げられる｡本稿ではセレックシステムを用いたポー

セレンインレー修復の臨床術式を紹介するとともに,抜

去歯を用いて本システムを用いたポーセレンインレー修

復物の窟壁適合性を検討したので報告する｡

システムの構成

セレックシステム (C.0.S.2.1.1)はチェア-サイ

ドで使用可能で,本体が移動できるように小型化されて

いる(図 1)｡ユニットは,赤外線光学印象用のセレック

カメラ(図2),コンピューターに関連したモニター,タッ

図 1 セレックユニット

図2 光学印象用セレックカメラ

図3 各種セラミックブロック

チパネルおよび トラックボール,さらにダイヤモン ド

ディスクで修復物の削 り出しを行な うミリングチャン

バー,ウオータータンク,フットスイッチから構成され

ている｡関連器材としてセラミックブロック(Vitablook

Mark 2,VitaZahnfabrikH.RauterGmbH & Co.,

BadSackingen,Germany)(図3),セレックリキッド,
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図4 噴霧器に装着されたセレックパウダーおよびセレッ

クリキッド

セレックパウダー (図4)およびミリングディスク,レ

ジン系接着材が付属している｡

1. 臨 床 術 式

1) 窟洞形成

窟洞は従来のボックス式インレー窟洞に準じた形態を

とり,保持形態は基本的に箱型とする(図5)｡ただし頬

舌側への開放部や 2級窟洞側室部をのぞ く校合面部で

紘,コンピューターが窟洞の校合面マージンを認識しや

す くするためにわずかな内開き形態でも良いとされてい

る｡隣接面歯肉側窟縁の位置は歯肉縁 と同レベル程度と

し,光学印象採得の際歯肉側辺縁が明示される状態にす

る｡全体としての窟洞外形は円滑な曲線とし,窟縁部に

おけるベベル (窟縁斜面)の付与は行わない｡

2) 光学印象 ･修復物の設計

ラバーダム防湿を行ない,被写体である歯表面の光反

射率を一定にするために,形成歯および隣接歯にセレッ

クリキッドを塗布した後,白色の酸化チタンの微粉末で

あるセレックパウダーを薄 く噴霧する (図6)｡次いで,

口腔内にカメラを手持ちで保持し,モニター上で窟洞の

マージンがすべて確認できるような位置にカメラを固定

図5 窟洞形態の例

図6 セレックパウダーを塗布したところ

図7 セレックカメラによる光学印象採得

図8 コンピューターが唆合面マー

ジンを検索し,モニター上に表示し

たところ (歯種は図6および図7と

異なる)

しながら光学印象採得を行なう (図7)0

採得された印象はモニター上で深度の調整を行った

後,修復物の三次元的形態を決定する｡すなわち術者が

トラックボールとフットスイッチを操作しながら窟底線

(bottomline)と隣接面コンタクト(proximalcontact)

を摘記すると,コンピューターが自動的に吹合面マージ
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ソ (cavosurfacemargin)を検索し,モニター上に表示

される(図8)｡ここで不完全な部分があれば修正し,そ

の後,辺縁隆線 (marginalridge)を決定すれば修復物

の設計は終了する｡唆頭被覆型アンレーの場合には,さ

らにエディットモードに移 り唆頭の高さや溝の深さを設

定することができる｡以上の作業が終了したら,これら

の記録をフロッピーディスクに保存して次の トリミング

操作に移る｡

3) ミリングマシーンによる修復物の切削(トリミング)

修復物の三次元的な設計に従い,コンピューターが使

用するセラミックブロックのサイズを指示 して くるの

で,そのサイズのブロックの中から患歯に応じた色調の

ブロックを選択し, ミリングチャンバーのスピンドルに

挿入する (図9)｡モニター上の [OK]の表示をクリッ

クす ると直径40mmのダイヤモン ドディスクがセ ラ

ミックブロックから設計した修復物を,大きさにより4

-8分程度で削り出す｡ただし,本装置では唆合面形態

を作ることはできない｡

4) 修復物の接着

切削によって得られた修復物は,隣接面接触点の調整

および研磨を行なったのち窟洞に試適し,必要に応じて

図9 ミリングチャンバーにセラミックブロックを挿入

したところ

内面調整を行なう｡この段階では吹合調整は行なわず,

唆合面形態の付与と校合調整は装着後に行なう｡接着は

光重合型あるいはデュアルキュア型コソポジットレジン

系接着材を用いて行なわれるが,それに先だってコンポ

ジットレジンとセラミックとの化学的接着のために,セ

ラミック内面にシランカップリング処理を施しておく｡

接着材の重合硬化前に余剰接着材を除去し,イソレ～体

を圧接保持しながら多方向から指定時間よりも長めに光

照射を行 う｡接着材の硬化確認後,校合関係に留意しな

がらダイヤモンドポイントにて校合面形成と仕上げ研磨

を行なう｡研磨はシリコンポイントを用いて傷を除去し

た後,最終的にダイヤモンドペース トをフェル トホイー

ルに付けて行なう (図10)0

なお,接着操作に先立ち,エッチング処理から周囲エ

ナメル質を保護し,硬化した余剰接着材の存在と窟洞外

形の確認を容易にするために窟洞外周囲歯面に着色バー

ニッシュを塗布しておくとよい｡

2. 富壁適合性試験

セレックシステムにより製作されたインレーの窟壁に

対する適合性を,従来の焼成法により製作されたイン

レーの適合性と比較するために以下の実験を行なったo

1) 材料および方法

ヒト抜去上顎小臼歯14歯を,CAD/CAM群と焼成群に

7歯ずつ分け,各歯牙にそれぞれMOイソレ-窟洞を形

成した｡なお,窟洞形態については焼成法を行 う場合は,

稲葉ら2)によれば窟洞の凸隅角を丸めたConcave窟洞の

適合性が良いことが報告されているが,本研究ではなる

べ くセレック用窟洞の概念に従 うこととした｡そこで唆

合面の深さは約 2mm とし,校合面形態はCAD/CAM

群はわずかな内開き,焼成群はわずかな外開きを与えた｡

近心隣接面は,両群 とも外開きのBox式形態とし,歯肉

側辺縁は解剖学的歯頚線より約 1mm上に設定した｡次

いでCAD/CAM群では形成歯の光学印象採得を行な

い,前述の方法に従ってインレー体を作製した｡焼成群

図10 左側上顎第1小臼歯のセラミックによるODインレー修復例 左 :術前 右 :術後
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ではシ リコンラバー (EXAFINE, PUTTY TYPE,

EXAMIXFINE,GCCo.,Tokyo,Japan)による印象採

得 を行 なった 後,耐 火 模 型 材 (Clapearl INVEST-

MENT,KurarayCo.,LTD,Okayama,Japan)を注入

し,得 られた模型上でポーセレン (C1apearlPorcelain,

KurarayCo.,LTD,Okayama,Japan)を直接築成 ･焼

成してイソレ一体を作製 した｡作製した両群のイソレ一

体は内面調整を行なわず窟洞に俵入できることを確認

級,インレー体内面および窟洞内面を燐酸エ ッチング

(Clearfil Etching Agent, Kuraray Co., LTD,

Okayama,Japan)し,付属のデュアルキュア-型レジン

系接着材 (ClapearlDC,KurarayCo.,LTD,Okayama,

Japan)で,手指圧をもって窟洞に圧接 し,校合面および

須舌側面の3方向からそれぞれ30秒,合計90秒間光照射 し

たoセメソ トの硬化後,CAD/CAM群ではインレー体の

校合面形態をダイヤモン ドポイン ト(#5274N,Intensive

Co.,LTD,Swiss)にて形成した後,両群のインレー体の

仕上げ研磨を微粒子ダイヤモンドポイント(#A13L庁,#

BIOLff,#C22ff,(秩) 日向和田,Tokyo,Japan),シリ

コソポイン ト,およびダイヤモソ ドペース ト (ダイヤグ

レーズ,石福金属興業,Tokyo,Japan)を用いて行った｡

得られた試料は常温重合 レジン (Technovit4071,Her-

aeuskulzerGmbH,Wehrheim,Germany)にて包埋 し

た後,硬組織薄切装置(BronwillModel77,VWR,USA)

を用いて歯牙の近遠心方 向に修復物の中央を通 るよう

に,かつ歯軸に平行に切断した｡次いで切断面を研磨 し,

測定顕微鏡 (OlympusmeasuringmicroscopeModel

STM,OlympusopticalCo.,LTD,Tokyo,Japan)で図

11に示されるA～Fの 6測定点でセメン ト厚さを計測し

た｡インレー体の適合は CAD/CAM群および焼成群の

各測定部位における7歯のセメン ト厚さの平均値をもっ

て評価 した.得 られた結果から,イソレ一体の製作方法

図11 歯牙切断面上におけるセメント厚さ

の測定部位

205

の違い (CAD/CAM群 と焼成群)を要因A,および測定

部位の違い (A点～F点)を要因Bとし, 2つの要因か

ら二元配置分散分析を行な うととも.に,それぞれの群内

においても,測定部位の違いによるセメン ト厚 さの差の

有無を統計学的に分析 した｡

2) 成 績

CAD/CAM群および焼成群の測定部位 A～Fにおけ

るセメソト厚さの平均値を表1に示した｡CAD/CAM 群

におけるセメント厚さの平均値は,最小がC点における

146JLm,最大がD点における263jLmであ り,他の測定部

位においても175-25毎mの値を示した｡ これに対 し焼

成群におけるセメソト厚さの平均値は,最小がF点にお

ける721(m,最大がD点における170iLmであり,A～Fす

べての測定部位で焼成群が CAD/CAM群に比較して小

さな値を示 した｡図12にCAI)/CAM 群および焼成帯の

試料切断面の一例を示すOインレー体製作方法の違い(要

因A),ならびに測定部位A～F(要因B)の違いが,セ

表 1 歯牙切断面上のA-Fの各測定部位におけるセメント厚さ (7歯平均 (S.D.))

測定部位 A B C D E F

CAD/CAM群 221(113) 254(95) 146(80) 263(107) 233(86) 175(94)

焼 成 群 153(15) 167(38) 83(14) 170(26) 96(37) 72(27)

単位 :〟m

表2 製作法と測定部位の2要因がセメント厚さに及ぼす影響

要 因 偏差平方和 自由度 分 散 分散比FO

A:製作法 176550.01 1 176550.01 34.761** FO>F(1,72;0.01)-3.98

B:測定部位 131024.96 5 26204.99 5.159** FO>F(5,72:0.01)=2.34

AxB 12656.20 5 2531.24 0.498NS FO<F(5,72;0.01)-2.34

E:誤差 365678.86 72 5078.87

計 685910.04 83

**:Significant(P<0.01) NS:NotSignificant
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メソト厚さに及ぼす影響を二元配置分散分析により求め

た結果が衰2である｡要因A,すなわちイソレ一体製作

法の違いがセメソト厚さに及ぼす影響については危険率

0.01で有意差が認められ,CAD/CAM群は焼成群に比較

してセメント厚さが大きいことが判明した｡また要因B,

すなわち測定部位 とセメント厚さの関係についても,同

様に危険率0.01で有意差が認められたため,交互作用効

果AXBに有意差がないことを確認 した後,測定部位間

よる差の検定をCAD/CAM群および焼成群それぞれに

分けて行なった｡CAD/CAM群では測定部位によるセメ

ン ト厚さの差は認められなかった (表 3)が,焼成群で

は測定部位によるセメント厚さの差が認められ (表 4),

表 5に示されるごとくC,E,F点がA,ち,D点に比較し

て有意に小さな値であることが判明した｡

考 察

セレックCAD/CAMシステムは,従来の築成･焼成法

によるポ-セレン修復物の複雑な製作過程を一掃 し,

チェア-サイドでセラミックスを用いたインレー,アン

レーおよびラミネー トべエア修復物を製作できる画期的

システムである0本システムによれば,操作法を修得す

ることにより,誰でも容易にセラミック修復物の製作が

可能であるOまたコンポジットレジンを接着材 として用

い,ボンデイソグ剤とシラソカップリング剤を併用する

ことにより,歯質-コンポジットレジン-セラミックの結

合が強化されるOさらにポーセレソ修復物において,従

来から指摘されてきた対合歯の磨耗 とい う点に関して

ち,用いられるセラミックブロックが粘弾性を有し,也

ラミックの平均粒径が従来のポ-セレンの1/4程度で

あるため,エナメル質とほぼ同等の耐磨耗性を有してい

るUといるといわれており,この点で生体親和性に優れ

ているといえよう｡また,図12に見られるようにブロッ

クとして供給されるポーセレンは,焼成ポ-セレソに比

較して内部気泡が少なく粒子が細かいため,グレーズ焼

成を行わなくても研磨によって光沢のある表面を得るこ

とができる｡

しかし,これまでの報告3･4)にも見られるように現段階

における本システムの問題点の 1つは窟壁適合性である

と思われる｡今回の実験におけるCAD/CAM群のセメ

ン ト厚さは140J上m-260Jとm程度であ り,焼成群のポーセ

レン修復物 と比較して大きな値であった｡しかしながら

焼成群においても測定部位A,BおよびD点におけるセ

メン ト厚 さは160pm前後 とCAD/CAM群と同程度の

表3 CAD/CAM群における測定部位とセメント厚さの関連

自由度 分 散 分散比FO

SA 74099.33
SE 337158.29

14819.87 1.582NS FO<F(5,36;0.05)-2.47
9365.50

S 411257.62

NS:NotSignificant

表4 焼成群における測定部位とセメント厚さの関連

偏差平方和 自由度 分 散 分散比FO

SA 69581.83

SE 28520.5 7

5

63

13916.37 17.566*半FO>F(5,36;0.01)-3.57
792.24

S 98 102.40

**:Significant(P<0.01)

表5 焼成群における測定部位問のセメント厚さの差の検定

B C D E F

A 0.87NS 4.70* * 0.87NS 3.80** 5.40**

B 5.57** 0.19NS 4.72 ** 6.33**

C 5.75** 0.87NS 0.73NS

D 4.91** 6.52**

料:Significant(P<0.01) NS.･NotSignificant
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図12 歯牙切断面の一例 左 :CAD/CAM群 右 :焼成群 (blackbar-500/Jm)

値を示した｡これは本実験で採用した窟洞形態や,セメ

ントの流動性に影響を受けたものと思われる｡中村ら3･4)

も,CAD/CAM システムを用 いた大臼歯 に施 された

MODインレーならびに前歯に施されたラミネー トべニ

ア修復物の,セメン トを介在させない場合と介在させた

場合の修復物 と窟壁間の間隙幅を測定し,セメントを介

在させた場合の方が間隙幅が大きかったことを報告して

いる｡いずれの群においても従来の精密鋳造法によるメ

タルインレーの適合度とは比較にならないほど大きな値

である｡校合面においては,このような大きな幅のセメ

ン トラインは修復後早期に磨耗 し辺縁にギャップが生

じ,場合によって辺縁破折を引き起こすことが報告され

てお り5,6),レジン系接着材の耐磨耗性の一層の向上が望

まれる｡場合によっては白歯用 コンポジットレジンを接

着材として用いることも今後の検討課題であろう｡一方

では,本装置の操作に慣れることにより,100/Jm以下の

適合度を得ることが可能であること3),ならびにソフ ト

ウエアのバージョンアップによりシステムの精度が向上

していることなどから適合性の問題はシステムの発展に

より徐々に解決されると思われる｡

もう1つの問題点として,本システムは直径40mmの

ダイヤモンドディスクを用いてポーセレンブロックから

修復物を削 り出している｡これは切削能率と切削精度 と

の両者の兼ね合いから採用された方法であるが,切削柾

ディスクを用いるため,本システムで修復可能な窟洞に

制限がある｡たとえば,唆合面 1級複雑窟洞の頬舌側-

抜いた溝は近遠心方向に対し直角でなくてほならない｡

また同部の頼舌面に付与された階段,あるいは唆合面に

補助的保持形態として付与された中富などは,削り出す

ことができない｡すなわち頬舌側開放部はディスクと平

行に(近遠心方向に直角に),また窟底部はステップのな

い平坦に形成することが要求される｡また,ラミネー ト

べニアにおいてはダイヤモンドディスクの円弧よりも小

さな琴曲を削 り出すことができないため,歯牙の外表面

の形態が残る程度の,エナメル質内にとどめた形成では,

唇側面の琴曲が強すぎて,削 り出されたべニアが不適合

となることが多い｡このように本装置がインレー体を削

り出しやすい窟洞形態になるように歯質を余分に削らな

ければならない｡ この点は接着修復の基本概念としての

歯質保存の原則から大きくかけ離れることになる｡した

がって,まず白歯用コンポジットレジンによって大まか

な歯冠形態の回復を計った後に,喪失唆頭,唆合接触部

や隣接面接触部などの機械的ス トレスが加わ りやすい部

分をセラミックに置き換える,いわゆるセラミック-コ

ンポジットレジン併用修復法を考える必要があろう｡

また,使用経験の浅い時期においては, 口腔内で光学

印象が鮮明に採得されなかった り (画像がプレやすい),

修復物や校合面形態を接着後にバーを用いて付与するな

どの口腔内作業のためにチェア-タイムが非常に長 くな

る｡したがって,むしろ間接模型上でインレー体を作製

する方がわが国の実情に合っているように思われる｡

お わ り に

歯科用 CAD/CAM システム ｢セレック (C.0.S.2.1.

1)｣によるセラミックインレー修復の臨床を紹介し,併

せて窟壁適合性試験の結果 といくつかの問題点について

考察を行った｡今回紹介したセレックシステムは1994年

にさらにセレックⅠⅠ型 として大きく改良され,術者によ

るインレー体設計がBottomlineを措 くだけでその他は

自動的に設計されるようになり, ミリング装置はジスク

とダイヤモンドポイン トを併用することにより唆合面形

態の付与が可能で窟洞形態の制限も少なくなり,さらに

モニターもカラー化された｡わが国にもごく近い将来紹

介される予定であるので,今後 この種のシステムのます

ますの展開が期待される｡なお,筆者らは現在,テ トラ

サイクリン変色など強度の変色歯の審美的改善のため

に,本法のラミネー トべニア修復への応用の検討を続け

ており,今後そのためのシステムの改善が望まれる｡
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