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象牙質窟洞において光重合型コンポジットレジンと

組合わせたボンディング剤のGap阻止効果
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ABSTRACT

Adaptationofthelight-CuredcompsiteresinSwith bondingagentstothecavitywallsof

humandentinwereexaminedandshearbondstrengthofthesamecompsitesystem tohuman

dentinwasevaluatedafterimmersionofthes阿 imensinwater.

Sylindricaldentincaviti銭,3.0nm indiameter,1.3mm indepthand900cavosurfaceangle,

Werepreparedinextractedhumanmolarteeth.Twotype softx)nding-system (Gluma/LumL'(or

md良:otcfzbondLc./P30)wereusedtorestorethecavities.S阿 imenswerestoredindeionized

wateratroom temperatureforlD,1W,2W and4W,r6peCtively.Maximum garxsalongaxial

wallsandcavityfloorsweremeasuredmicroscopically.

Shearbonds阿 imenspreparedbymeansofsamebonding-system mentionedatx)ve､were

alsostoredindeionizedwaterforlD,1W and4W,thenshearstrength wasevaluated.

Thefollowingresultsweredrawnfrom thisstudy;

1.Gapwidth tKamenarrowerinaccordancewith theirrmersionperiodsofthespecimensin

water,thisphenominawasmuchpronauncedatsidewallthanatcavitymoors.

2.Shearbondstrengthmediatedwith Gluma/LLmiforsystem exhibitedaslightincreasedup

to4W.Gapsalongaxcialwallcloseddown almostcompletelyafter2W immersioninwater.
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3.Scotchbond1.C,/P30system showedarelativelylow andconstantshearbondstrength

throughouttheobservationperiod.Gapwidthgraduallyl光Camenarrowerinaccordancewiththe

periodsofwaterirrmersion.

結 昌

歯科用コンポジットレジンは通常歯質に対 し接

着性が無いので,硬伴時の収縮により窟壁 と修復

物間に Gap を形成上 その結果辺縁漏洩に起因

する種々の臨床的不陸症状が引き起こされる〇二

の Gap形成を防 ぐ舞に,種々の技法が応用され

てお り, 既にエナメル質に対する接着1)には,

etching法や bondin欝剤の使用によりかなりの成

果が得られている｡巨万,象牙質に対 しても種々

の Bondingsystem の応用が試みられているが,

未だ十分な成果が得られていない｡

第 1報2)では, 3経のボンディング剤を用いて

の窟洞適合性 を検討 した｡その結果,有効なボン

ディング剤 と光重合型コンポジットレジンの組合

わせは,側壁部並びに駕底部のGapを数〃m以下に

押え得るものの,Bpndingsystem の効果は完全

ではなく,なお Gapの存在する事が確認された｡

本報においては, 2種のボンディング剤を用い

て前報2) と同様に調整された試片を水中保管 し,I

Gapの経時的な消展を観察し,併せて同様に保管

された試片のセン断接着力を測定し,若干の知見

を得たので報告する｡

材 料 と 方 法

1)象牙質窟洞断面におけるGapの計測

用いた材料及び器材は表 1に示される｡

1%クロラミン溶液中に保管された人抜去大臼

歯隣接面を削除し,露出した象牙質を♯1000湿式

シリコンカーバイ ド･ペーパーで平担に仕上げた｡

その象牙質内に注水下で♯31R/010bW を用いて,

径約3.0mm,深さ約1.3mm のシリンダー状 butt-

joint嵩洞を形成した.

表 1に示 された 2種の Bondingsystem を用

い,被削象牙質の前処理はそれぞれのメーカー指

示書に従った｡すなわち,Guluma system で

は付属の GlumaCleanser(EDTA溶液)を用いて

表 1 使用器材

BatchNo. Manufacturer

Bonding-system

Gluma/Lumifor

EDTA 9116A

Gluma 9102A

SealerL 9136A

Lumifor 65216A(Universalshade)

Scotchbond1.c〟p30

Scotchbond1.C. (R)5Ml

(L)5LI

P30 4LIP

Lightsource

Trunslux

BayerA.G.

WestGermany

3M

U.S.A.

駕洞周囲の象牙質を含めて 1分間処理 し,水洗乾

燥後,Glumaを塗布 した｡塗布 1分後,余剰 をエ

アーで軽 く吹き飛ばし,次いで SealerL を塗布

しエアーで薄 く延ばした｡Scotchbond 1.C.の場

合にはメーカー指示書がエナメル ･エッチングの

みを指示 しているので,本実験の象牙質駕洞では,

水洗乾燥のみ行い,Scotchbond1.C.を塗布 し,エ

アーで薄 く延ばし,10秒間予備重合を行った｡

次いで,Glumasystem に対 しては Lumifor及

び Scotchbondsystem に対 してはP30の光重合

型コンポジットレジンを組合わせて,コンポジッ

トレジンを辺縁部より若干余剰に盛 り上げ,ス ト

リップス圧接後,光線を40秒間照射 した｡この余

剰充項部は切断 ･研磨の試料調整中に起こり得る

修復物移動の有無を確認する指標 となる為に,除

去 しなかった｡

光線照射後,直ちに歯牙を室温脱イオン水中に

保管 し, 1日, 1週, 2週および 4週間経過後,

硬組織切断器 (lsomatlト1180)を用いて修復物中

心部に沿って注水下で歯牙を切断,♯1000ペーパ

ー上で湿式に仕上げ,0.3/Jmアル ミナ泥により研

磨,次いで超音波洗源 を行った｡
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調製された試片は読み取 り接眼レンズを備えた

顕微鏡下で側壁及び寓底部における Gapが計測

された｡計測に際しては10分以内3)に終了するよ

うに努めた｡各群10個の試片を測定し,左右どち

らかの側壁及び駕底部における夫々の最大巾Gap

をその試片の代表値とした｡

2)セン断接着力の測定

セン断接着力測定用試片調製については,1%
クロラミン溶液中に保管された人抜去歯をエポキ

シ樹脂に包埋後,充分な広さの隣接面部の象牙質

を露出させ,♯1000ペーパーで湿式に仕上げ,級

着体とした｡被着体表面を1)と同様の方法により

前処理後,厚さ5mm,中央部に3.5mmの小孔を有

MAX.GAP

135

するテフロンモール ドと共に試片作製用スタンド

に固定した｡

1)と同様にボンディング剤塗布後,コンポジット

レジンを約 2- 3mmの厚さに墳入し,光線を80秒

間照射した｡

光線照射後注意深 くモー)t,ドを除去し,室温脱

ィォン水中に試片を1日, i週及び4週間保管し㌔
た｡ 試験時期に達した試片は万能試験器 (Zwick

1474)に装され,Cross-headspeed1- /mihのi
条件で各群 5個のセン断接着力が測定された｡

以上の操作は温度23±1℃,湿度50±5%の恒

温室でなされた｡

10′ 1D IW 2W 4W

GLUMA

LUMIFOR

10′ 1D IW 2W 4W

SCOTCHBONDL.C.

P30

図 1 Gap巾の経時的変化

左側バー :側壁部

右側バー :篇底部

Ⅹ 10(S.D.)

(101のデーターは第1報2)より引用)
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表 2 Gapの認められなかった例数

Bonding Gluma Scotchbondl.C.
System Lumifor P 30

期 間 10′ IDlW2W4W 10 ′ lDlW2W4W

宿 _縁 部 7 9 9 1010 4 3 6 6 6

側 壁 部 5 8 8 10 9 0 0 0 0 1

窺 底 部 3 2 4 6 3 0 0 0 0 0

全 体 3 ,2 4 6 3 0 0 0 0 0

10'のデーターは第1報2)より引用

成 績

1)象牙質駕洞断面におけるGapの巾

各試験時点において試片断面か ら測定 された

Gapの巾は図 1に,叉 Gapの認められなかった

例数は表 2に一括表示 されている｡

Gap の巾の推移について見てみると,Gluma

system/Lumifor群では側壁部において Gapの減

少傾向が観察され2週以後は9-10例においてGap

が閉鎖 した｡一万,寓底部では,側壁部ほど著明

ではないが,経時的に僅かな Gap減少傾向が見

られた｡

Scotchbond1.C.system/P30群では側壁部で4

週後に 1例 Gapが閉鎖 したものの,なお 4/Jm程

度の Gapが残存 した｡駕底部 も経時的に Gapの

減少傾向が認め られたが,.なお 6pm程度の Gap

が存在 した｡

Gapの認められなかった例数の記録か ら,駕綾

部においては経時的に適合の向上が見られたが,

窟底部においては第 1報2)と同様に適合が劣って

いる事が示された｡

2)セン断接着カ

セン断接着力試験では(図 2),Glumasystem/

Lumifor群は,経時的にやや増加する傾向であっ

た｡ 他方, Scotchbond 1.C.system/P 30群は観

察期間を通 してほぼ 3MPa､の一定 した値であっ

た｡

コンポジットレジンと篇壁間の接着を弱めGap

を拡大させ る因子 としては,口腔内では温度変化

や校合圧などが考えられるが,本実験の状況下で

SHEARBOND STRENGTH

2′ lD IW 4W 2′ lD IW 4W
GLUMA SCOTCHBONDL.C.

LUMIFOR P30

図2 セン断接着力の経時的変化

(21のデーターは第 1報2)より引用)

はボンディング剤の加水分解並びに接着界面にお

ける応力の開放などが主 として挙げられる｡他方,

Gapを縮小 させ る因子 としては, コンポジットレ

ジンの吸水膨張が関与 している｡従って,セン断

接着力試験か らは,当試片の接着界面での応力集

中はかな り低 く応力開放の影響は少ないので2)､ボ

ンディング剤の耐水性の優劣が観察できると考え

られる｡一万,窟洞適合性試験か らは, コンポジ

ットレジンの吸水膨張 と歯質 とコンポジットレジ

ン界面での応力の開放 とが絡みあった現象が観察

される｡例えば, 1日後の試片でレジン硬化直後

の試片よりも広い Gapが観察されれば, コンポ

ジットレジンの吸水膨張に逆 らう力,すなわち接

着界面での応力の解放が示唆される｡

Glumasystem/Lumifor群についてみると,セ

ン断接着力は水中浸溝の経時的な影響 を受けなか

った事から,ボンディング剤の耐水性はグルター

ルアルデヒ ドのコラーゲン架橋効果4)によるので

あろう｡また, コンポジットレジン単味では大 き

な収縮を示す Lumifor2)は,Glumaと共に用いら

れた際には優れた駕洞適合性 を示すことから,硬

化時に接着界面に大きな応力を内存させているこ

とは答易に想像される｡しか し,水中浸漬により

経時的に Gapが狭まった事から,この応力は自
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然に開放されながら,Lumiforの低い Filler配合

率による比較的高い吸水膨張により2次的にGap

が狭まったものと推定される｡

Scotchbond1.C. system/P30群では,硬化直後

において他群に比し,大きな Gap を示した2)こ

とから,硬化時にコンポジットレジンが宿望から

離れることにより,重合収縮による応力の大部分

を開放 してしまうのではないかと推定される｡次

いで,経時的にコンポジットレジンの吸水膨張に

より Gap の減少がもたらされたと考えられる｡

さらに本 system では,被削象牙質面の前処理が

なされていないので,多量の Smear層が存在し,

これが接着を弱める因子 となっている可能性 も有

る｡他方,セン断接着試験の値は4週経過の間ほ

とんど変化なかったので,ボンディング剤の耐水

性には問題がないものと思われる｡

以上のように,コンポジットレジンの駕壁適合

性は,試片の水中保管により改善する事が示され

たが,この適合様式は修復物と窟壁間に接着性の

無い状態で,吸水膨潤によりコンポジットレジン

が寓壁に寄 り添っているだけであろう｡従って,

種々のストレスを受ける口腔内では,容易に辺縁

漏洩を起こすことが危倶される｡そこで,コンポ

ジットレジンの硬化直後から,優れた窟洞適合性

を与え得る Bondingsystem の改良が望まれる｡

結 論

2種の Bondingsystem (Gluma/Lumifor及び

Scotchbond1.C./P30)を用いて象牙質駕洞を塞項

し,一定期間 (1日, 1週, 2週,及び4週)水

中保管後,試片を切断し,側壁並びに宿底部にお

ける Gap を観察した｡

併せて,上記 Bondingsystem の対象牙質接着

性を水中保管後 (1日, 2週及び4週),セン断試

験により測定し,両者の成績を対比させ,汰の知
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兄を得た｡

1)修復物 と駕壁間の Gap の幅は,水中保管

により減少する傾向を示し,駕底部よりも側壁に

おいて著明に観察された｡

2)Gluma/Lumiforsystem では,4週間の水

中保管によっても接着力は影響を受けず,高い値

を持続した｡Gapに関しては,水中保管により減

少傾向を示し,側室部では2週以降に大多数の例

において閉鎖した｡

3)Scotchbond l.CノP30system では,接着

力は水中保管の影響は見られないものの,低い値

に終始 した｡当初は比較的広い Gap幅も水中保

管により減少傾向を示 した｡

最後に御校閲を賜 りました当教室主任岩久正明

教授に謝意を表します｡
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