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要 旨

3種のグラスアイオノーマ-セメントについて､

0.9,1.1,1.3,1.5,1.7,1.9及びメーカー指示

の粉液比で練和したセメソト泥を用いて硬化時間､

調度､被膜厚さ､圧縮強さ及び溶解度を測定 し､

以下の結論を得た｡

1)各種グラスアイオノマーセメントの硬化時間

はメーカー指示の粉液比で､7.5-10.0分の

値であり､いずれも粉液比により影響された｡

2)調度は各種グラスアイオノマーセメントの粉

液比が等しい場合にはほぼ等しい値を示 した｡

3)被膜厚さについてはメーカー指示の粉液比で

14.5pm～25.5pmの値を示 した｡

4)圧縮強さはメーカー指示の粉液比において､

1,300-1,500kg/cm2の値を示 し､空気中保管

群及び蒸溜水中浸潰群の両者とも､経時的に

圧縮強さは増加 した｡また､空気中保管群と

蒸溜水中浸潰群の両者を比較すると24時間後

では､空気中保管群の圧縮強さが低い傾向が

みられたが､ 1週間後および1カ月後では逆

に水中浸漬群の方が低い圧縮強さを示 した｡

5)各種グラスアイオノマーセメントの溶解度は､

水中保管､37℃｡30日で0.91%～1.69%の値

を示 した｡

Ⅰ.緒 論

現在､歯科治療に於いて各種イソレ-やクラウ

ンは高度の歯牙硬組織欠損の修復やブリッジの支

台として欠 くべからざるものであるが､その臨床

成績を大きく左右する要素として合着用セメント
1)

の諸性質が極めて重要である｡ これまで過去百

余年に渡って､燐酸亜鉛セメソトが使われてきた

が必ずしも十分に満足すべき材料とは言い難かっ

た｡その理由として､燐酸亜鉛セメソトの合着力

は主に修復物と窟壁との間の俵合抗力によるもの
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2)
とされ ､セメント自身が化学的接着力を持つも

のではなく､またその液成分として50%の正燐酸

液を使用するためpHが低 く､歯髄刺激等の問題
3),4)

が未解決のまま残されてきたし ､審美性修復

物の合着に際 してセメソトの色が透過 して色調の
5)

再現を妨げることなどの点が挙げられる ｡ そこ

でこれらの欠点を解決するための新 しい材料や方

法が長年模索されてきたが､それには研究に二つ

の流れがあった｡一つは､アメリカを中心として

行なわれてきたもので､歯髄刺激を少なくする方

向に向かう考え方であり､その材料として酸化亜

鉛ユージノールセメントを使用 し､その特徴であ

る歯髄の鎮静作用を利用 しつつ強度を増そうとす
6)7)

る方法で ､その中にアル ミナやEBA(ェ ト

キシ ･ペソゾイック･アシッド)などを加えて強

化 し､それを合着用として使用する試みがなされ

た｡ところがこのEBAセメントはその被膜厚さ

を小さくすることが困難であり､また､その補強

材をどのように加えても圧縮強さが従来の燐酸亜

鉛セメントのそれに及ばない等の問題から合着用

のEBAセメソトという考え方は挫折 し､仮着用
7)

セメソ トとして現在用いられている ｡ また､も

う一方は英国を中心とした研究の流れであり歯質

に接着するセメソトの開発を目指すもので､マソ
8)

チェスター大学のSmithにより ､粉成分は従来

の燐酸亜鉛セメソトに用いられている酸化亜鉛で､

液成分としてポリアクリル酸を使用 したカルボキ

シレー トセメン トが開発された｡ポリアクリル酸

はその化学構造にカルボキシル基を持つため歯質

中のカルシュウムとキレー ト結合により接着 し､

粉成分中の亜鉛とも結合 し硬化する｡また､このセ

メントはポリアクリル酸を液成分とするため酸化

亜鉛と結合するため酸 化亜鉛と結合するとその

pHは急激に中性に近づいてゆくことが明らかとな
4,9-ll)

っ た ｡

これらの点から､カルボキシレー トセメントは､

燐酸亜鉛セメソトに比べ接着性､被膜厚さ､歯髄

刺激等においては優れた性質を示 したが､一方､

圧縮強さなど機械的性質は若干劣っていることが

明らかとなり､また液がポリカルボン酸であるた

め粘度が高 く､臨床上練 りにくいという操作性上

12)

の問題もあった｡ 13?
その後Wilsonは ､粉末成分として､かつて

のシリケ- トセメソトに近いアル ミナやシリカを

用い､液成分としてポリカルボソ酸を用いるグラ

スアイオノマーセメントを開発 し､審美性成形充

填材や合着材としての利用が試みられるようになっ

た｡木材は優れた天然歯色を有 し､なお､その組

成から機械的性質も従来の燐酸亜鉛セメントやカ

ルボキシレー トセメソトに比較 して優れた成績が
14),15)

期待される ｡

そこで､本研究では､本材が特に高度の審美性

を要求される前歯部天然歯色修復物の合着に用い

る為に充分な性能を有 しているかを明らかにする

為にまず､その基本的諸物性について検討 した｡

ⅠⅠ.材料及び方法

本研究では､3種の合着用グラスアイオノマー

セメン ト､国産A､外国製A及び国産試作セメン

トを用いた｡メーカー指示の粉液比は､それぞれ

1.4,1.2,1.5(g/mE)である｡

これらの材料の練和に際 して､各材料の粉液比

は､0.9,1.1,1.3,1.5,1.7,1.9(g/mE)及び

メーカー指示比とした｡またセメント練和は､20

±2℃､湿度60%の恒温室内で｡18±2℃に調整

したガラス練板(クール トロソ､デン トロニクス

社製)上で行なった｡なお､各セメソ トは､プラ

スチック製スパチュラを用いて1分間区分練和法

で練和 し､以下の試験に供 した｡

1)硬化時間の測定

セメソト練和後､室温にて､ガラス板上に載せ

た内径10mm､高さ5mmのステソレス製 リソグ内に

練和セメント泥を填入 し､その表面を平に整理 し

た｡練和開始 2分後に試片を37℃､湿度98%の恒

温槽に移 し､練和開始2分30秒後より30秒おきに､

重量454gのギルモア針を静かにセメン ト泥の上

に載せ､圧痕の付かなくなる時間を求めて､硬化

時間とした｡

なお､各条件毎に3回の測定を行ない､その平

均値を求めた｡

2)桐度の測定

室温にて､セメン ト練和泥0.5mEをガラス板上
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に載せ､練和開始 3分後に重量20gのガラス板を

介 して100gの荷重を加え､10分間静置 して硬化

させた｡得 られた円板上の試片の平均値直径を求

め､調度とした｡

なお､各条件毎に3回の測定を行ない､その平

均値を求めた｡

3)被膜厚さの測定

室温にて､セメン ト練和泥をあらかじめ厚さを

測定 したガラス板上に置き､もう1枚のガラス板

を載せて､手圧にてセメン ト泥を約 2cm2の広さに

広げた｡練和開始 3分後に､15kgの荷重を加えて

10分間静置 した｡硬化 した試片の厚さをマイクロ

メーターにて測定 し､被膜厚さを求めた｡

なお､各条件枚に3回の測定を行ない､その平

均値を求めた｡

4)圧縮力の測定

練和 したセメン ト泥を内径 6mm､高さ12mmのテ

フロン製型に墳入 し､上下面をガラス板にて圧接

し､ 5分後に型より取 り出して､注意深 く余剰部

を除いて､圧縮試験用円柱状試片作製 した｡これ

らの試片の内､ 1群はそのまま37℃の空気中に保

管 し､また他の1群は37℃の水中に保管 し､ 1日､

1週､ 1カ月後に万能圧縮試験機(新興通信工業

社製 TOM5000D型)を用いてクロスヘ ッドス

ピー ド0.5mm/分にて圧縮強さを測定 した｡

なお､各条件毎に5個の試片を作製 し､それら

の平均値を求めた｡

5)溶解度の測定

内径20mm､厚さ1.5mmのステソレス製型内に練

和セメソ ト泥を頃入 し､ナイロソ糸を埋入させた

21

うえでポリエチレンフィルムを介 してガラス板で

圧接 し､練和開始 3分後より1時間､試片は塾内

に留めたまま37℃､湿度98%の恒温槽に保管 した｡

1時間後に型より取 り出した試片は､秤量 ピソ内

にそれぞれ2個ずつ､50mEの蒸溜水中に浸潰 し､

37℃に保管 した｡ 1カ月後､秤量 ピソより試片を

取 り出し､水分を蒸発させて溶出成分の重量を測

定 し､溶解度を求めた｡

0･9 1･1 1･3 1･5 1.7 1.9 (P/L)
粉 液 比

図 1 各種セメントの硬化時間

表 1 各種グラスアイオノマーセメントの硬化時間 (分)

粉 液 比

材 料 0.9 1.1 1.2 1･3 1･4 1.5 1.7 1.9

国 産 A 14.5 12.5 11･5 10.0♯ 8.5 7.5 7.0

外 国 製 A 13.5 11.0 10.0♯ 8.5 7.5 7.0 6.5

国 産 試 作 12.0 10.5 8.0 7.5♯ 7.0 6.0

♯ :メーカー指示粉液比
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なお､各条件毎に2回の測定を行ない､その平

均値を求めた｡

ⅠⅠⅠ.成績及び考察

1)硬化時間について

表1及び図1は､各種グラスアイオノマーセメ

ントの硬化時間の成績を示 したものである｡

各種グラスアイオノマーセメントの硬化時間は､

材料毎にそれぞれ異なり､メーカー指示の粉液比

で､7.5-10.0分の値を示 した｡また､各種グラ

スアイオノマーセメントの硬化時間は､いずれも

粉量を増加させると短 くなった｡

一般にセメソトは､合着､充填､裏層などの各

種用途に合わせてその粉液比を変えて用いること

が多い｡その際､多数歯に及ぶ鋳造物の合着には

充分な操作時間を得るため比較的長い硬化時間が

必要とされ､一片､イソレ-形成時の埋立裏層用

あるいは臼歯部充填時の裏層用などには､形成あ

るいは充填が直ちに行えるように硬化が早いこと

が望まれる｡本研究の成績から､グラスアイオノ

マーセメントの硬化時間は､粉液比を変えること

によって調節することが可能であり､臨床におけ

る多様な用途に用いることが可能であることが確

かめられた｡

2)桐度について

表2及び図2は､各種グラスアイオノマーセメ

ントの開度を示 したものである｡

各種グラスアイオノマーセメントの調度は､ ,珍

液比が等しい場合にはほぼ等しい値を示 し､粉液

比が増加すると調度も低下した｡

A.D.A規格No.8.は30mm､No.66.では､25mm

の調度になるような粉液比が合着用としての標準

調度として用いられている｡ 本研究で用いた3種

のグラスアイオノマーセメソトは､いずれも合着

0.9 1･1 1.3 1.5 1.7 1.9 (P/L)
･粉 液 比

図2 各種セメントの調度

表 2ー各種グラスアイオノマーセメントの調度 (mm)

粉 液 比

材 料 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9

国 産 A

外 国 製 A

41.3 33.6

(1.3) (0.3)

39.2 33.5 31.78

(2.2) (1.4) (0.7)

国産 試 作 41.2 38.4

(2.6) (3.1)

31.5 28.0等 29.9 22.5 20.8

(2.0) (2.4) (2.2) (1.7) (1.5)

27.5 26.7 23.2 21.6

(1.5) (1.9) (0.9) (0.5)

30.7 28.7* 24.4 21.2

(2.2) (1.7) (1.3) (0.8)

( ):標準偏差

書 :メーカー指示粉液比 ∃
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用に開発されたものであるが､国産A及び国産試

作セメン トでは､メーカー指示の粉液比において

28.0mm及び28.7mmの若干低い開度を示 した｡

グラスアイオノマーセメソ トの調度は､粉液比

によって変化することが本研究の成績から示され

た｡セメソ トの計量は､通常粉は付属の計量カッ

プにより､また液は容器の滴数によって行なわれ

ているためかなりの誤差が存在 し､臨床では練和

物の開度によって足す粉の量が調節されがちであ

る｡ しかしながら､カルボキシレー トセメソ トあ

るいはグラスアイオノマーセメン トでは､セメン

ト液が粘桐であるため加える粉の量が少なくても

開度がすでに低いと感 じる傾向があり､充分な量

の粉を足さずに練和を終えてしまう危険性がある｡

従って､標準粉液比付近では､粉液比を僅かに変

えてもその物性に変化を生 じないことが望ましい

が､国産試作 グライアイオノマーセメソ トでは､

標準粉液比より粉量を僅かに増すと､調度は著 し

く低下することが明かとなり､練和時の計量に際

して充分な注意が必要であることが示された｡

3)被膜厚さについて

表3及び図3は､各種 グラスアイオノマーセメ

ソ トの被膜厚さを示 したものである｡

セメソ トの被膜厚さは､A.D.A規格No.8､No.

66の合着用では25fJmと定められているが､国産

A､外国製A及び国産試作セメン トは標準粉液比

において､それぞれ25.5FLm､14.5pm及び22.5

23

〟mの被膜厚さを示 した｡

セメン トの被膜厚さは､厚いと修復物の浮き上が

りの原因となり､さらに厚いセメン トライソは､

その溶解によって生ずるギャップにより2次カリ

エスを生 じさせる危険性が増大 し､できるだけ小

さいことが望ましい｡ しかしながら､被膜厚さを

80

70

60

50

40

30

20

10

0.9 1.11.2 1 ･3 1 .4'1.5 1.7 1.9(P/L)
粉 液 比

図3 各種セメントの被膜厚さ

表 3 各種グラスアイオノマーセメソトの被膜厚さ (fLm)

粉 液 比

材 料 0･9 1･1 1･2 1･3 1･4 1･5 1･7 1･9

国 産 A

外 国 製 A

国産 試 作

14.5 16.0

(1.4) (1.5)

9.8 13.2 14.5*

(1.2) (1.4) (2.1)

ll.0 13.0

(2.3) (2.5)

23.0 25.5♯ 27.5 31.5 73.5

(1.7) (1.5) (2.2) (3.3) (4.0)､

17.3 38.5 54.5 80.,5

(2.5) (3.0) (2,4) (3.5)

15.8 22.5* 26.6 65.5

(2.2) (4.5) (1.6) (3.9)

( ):療準偏差
♯ :メーカー指示粉液比
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低 くするために粉量を減少させることは､次に述

べる圧縮強さ等を低下させる危険性を有 しており､

この両者を合せて検討する必要がある｡

4)圧縮力について

表4及び図4-(1)､(2)､(3)は､各種グラ

スアイオノマーセメ)/Yトの空気中保管時の圧縮強

さを､また､表 5及び図5-(1)､(2)､(3)は､

水中浸潰時の圧縮強さの成績を示 したものである｡

空気中保管群及び水中浸潰群ともに､時間の経

過とともに圧縮強さは増加 した｡また､空気中保

管群と水中浸潰群の両者を比較すると､24時間後

では､空気中保管群の圧縮強さの方が低い傾向が

みられたが､ 1週間後および1カ月後では逆に水

中浸潰群の方が低い圧縮強さを示 した｡さらに､

粉量の増加に伴い圧縮強さも増大する傾向がみら

れたが､標準桐度付近の粉液比では､圧縮強いさ

の変化は比較的小さいことが明かとなった｡

各種グラスアイオノマーセメントの圧縮強さは､

標準粉液比において､ 1週間後に1300-1500kg/

cm2の値を示 し､燐酸亜鉛セメソ トあるいはカルボ

0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 (P/L)

図4-(2)空気中保管後の圧縮強さ 外国製A

0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 (P/L)

図4-(1)空気中保管後の圧縮強さ 国産A

- 24-

0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 (P/L)

図4-(3)空気中保管後の圧縮強さ 国産試作
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表 4 各種グラスアイオノマーセメントの空気中保管後の圧縮強さ (k甘/cm2)

25

粉 液 比

材料 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9

24時間後
国 産 A l週間後

1ケ月後

24時間後
外国製A l週間後

1ケ月後

国産試作
24時間後
1週間後
1ケ月後

821 (58) 838 (46) 910 (77) 925書(75)
1010 (87) 1209 (71) 1 340 (70) 1457♯(22)

1296(106) 1310 (92) 1417 (51) 1463書く46)

636 (82) 663 (59) 670♯(32) 698 (34)

1010 (54) 1038 (84) 1141♯(55) 1148 (30)
1172 (29) 1282 (60) 1336♯(47) 1419 (48)

936 (53) 1152 (56) 1201 (69)
1032 (61) 1279 (99) 1371 (52)
1235 (65) 1325 (64) 1428 (54)

989 (40) 1164 (8) 1018 (57)

1537 (62) 1546 (87) 1521 (52)

1540 (45) 1732 (68) 1756 (3 9)

799 (20) 857 (66) 906 (71)

1267 (69) 1544 (34) 1572 (66)
1515 (35) 1675 (25) 1691 (43)

12218(30) 1297 (45) 1294 (52)
1495書(47) 1590 (66) 1514 (49)
1619書く78) 1853 (82) 1756 (81)

( ):標準偏差
+ :メーカー指示粉液比

表 5 各種グラスアイオノマーセメソトの蒸留水浸潰後の圧縮強さ (kq/cm2)

粉 液 比

材 料 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9

24時間後
国 産 A l週間後

1ケ月後

外国製A 214霊器護
1ケ月後

国産試作
24時間後
1週間後
1ケ月後

850 (73) 1037 (67) 11 55 (45) 1226書 (54)

866 (45) 1078 (71) 1253 (69) 12 8 4さく52)

1111 (65) 1167 (65) 1347 (32) 1371♯(55)

683 (40) 866 (45) 978♯(64) 1103 (51)
755 (55) 949 (37) 1027♯(46) 1144 (52)

822 (66) 1037 (57) 1 17叩 く56) 1235 (73)

803 (83) 933(106) 1239(117)
959 (61) 1275 (70) 1379 (58)

1084 (99) 1141 (74) 1470 (80)

0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9(P/L)

1 268 (58) 1299 (83) 1 351 (81)

13 42 (51) 1351 (62) 1468 (70)

1416 (32) 1468 (40) 1624 (69)

1259 (78) 1323 (53) 1404 (57)
1283 (45) 1347 (41) 1523 (62)
1339 (56) 1367 (76) 1540 (69)

1347書(125)1516 (88) 1460 (68)
1542♯(71) 1647 (79) 1588 (66)
1506+(log)1774 (70) 1710(lot)

0･9 1･1 1.3 1･5 1･7 1.9(P/L)

図5-(1).蒸留水浸潰後の圧縮強さ 国産A 図5-(2)蒸留水浸潰後の圧縮強さ 外国製A
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0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9(P/L)

図5-(3)蒸留水浸潰後の圧縮強さ 国産試作

0
---
-
-
- 今

､

1

.

一･一七ゝ ･･国 産 A

- 一一一〇一･外国製A

一一一一ロー 国産試作▲●+業者指示粉液比

iE S

1.01.11.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7(P/L)
粉 液 比

図6 各種セメソトの1ケ月間蒸留水中に於ける

溶解性

表 6 各種グラスアイオノマーセメントの1ケ月間蒸留水中に於ける溶解性 (%)

粉 液 比

材 料 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

国 産 A

外 国 製 A

国 産 試 作

3.13 1.34さ 1.53

(0.2) (0.08) (0.05)

3.55 1.69* 1.42

(0.ll) (0.38) (0.69)

1.25 0,91書 0.62

(0.28) (0.10) (0.04)

15),16)
キシレー トセメソ トの圧縮強さ

とが確かめられた｡

5)溶解度の成績

( ) :標準偏差
書 :メーカー指示粉液比

よりも高いこ 示 した｡粉量を標準比より減少させると溶解度は

増加 し､一方､粉量を増加させると外国製A及び

国産試作セメソ トの溶解度は減少 したが､国産A

表6及び図6は､各種 グラスアイオノマーセメ では溶解度は増加 した｡

ソ トの 1カ月間蒸溜水中浸潰時の溶解量を示 した セメントの口腔内における溶解性は､修復物の

ものである｡ 寿命を大きく左右することから､溶解度の低いセ

国産A､外国製A及び国産試作セメン トの溶解 メソ トの開発が望まれていた｡ しかしながら､グ

度は､それぞれ1.34%､1.69%及び0.91%の値を ラスアイオノマーセメン トの溶解度は､他のセメ
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17-20)
ソトの溶解度 に比べて若干大き~く､今後一層

の改良が期待される｡

Ⅴ.結 論

近年､審美性修復に関する患者のニーズが高ま

るなかで､高分子材料あるいはセラミックを用い

た審美性歯冠修復物の症例が増大 し､高度な色調

な再現性を得る為､合着材として審美性に優れた

グラスアイオノマーセメン トが注 目されている｡

本研究は､グラスアイオノマーセメソ トが合着材

として充分な性能を有 しているかを明らかにする

為に､その基本的諸物性について検討 し､以下の

知見を得た｡

1)各種 グラスアイオノマーセメン トの硬化時間

は､材料毎にそれぞれ異なり､メーカー指示

の粉液比で､7.5-10.0分の値を示 した｡ま

た､各種 グラスアイオノマーセメソ トの硬化

時間は､いずれも粉液比､により影響される

ことが明かとなった｡

2)各種グラスアイオノマーセメソ トの調度は､

粉液比が等 しい場合にほぼ等 しい値を示 し､

粉液比により開度も変化 した｡

3)各種グラスアイオノマーセメントは､メーカー

指示の粉液比において､14.5fJmから22.5/∫

mの被膜厚さを示 した｡

4)各種 グラスアイオノマーセメソ トの圧縮強さ

は､標準粉液比において､ 1週間後に1300-

1500kg/cm2の値を示 し､空気中保管群及び水

中浸潰群の両者とも､時間の経過とともに圧

縮強さは増加 した｡また､空気中保管群と水

中浸潰群の両者を比較すると､24時間後では､

空気中保管群の圧縮強さの方が低い傾向がみ

られたが､ 1週間後および 1カ月後では逆に

水中浸潰群の方が低い圧縮強さを示 した｡

5)各種グラスアイオノマーセメソトの溶解度は､

水中保管､37℃､30日で0.91%から1.69%の

値を示 した｡

6)本研究の成績から､グラスアイオノマーマ-

セメン トは､合着材料として臨床応用に充分

な硬化時間､調度､被膜厚さ及び圧縮強さを

有 しているが､溶解度については､さらに-

層改良が望まれることが明らかになった｡
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