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付録連動

19

川崎律子、長谷川嘉昭、上原芳樹

20 PART1  
時系列でCheck!  補綴治療の初診からメインテナンスまで、歯科衛生士はどうかかわる?

30 PART2  
症例でみてみよう  Dr.×DH×DTで取り組む補綴治療

補綴治療では、患者さんの希望をはじめ、口腔内・全身状態を把握し、清掃性・機能性・審美
性を考慮する必要があります。歯科衛生士には、患者さんをよく知り、メンテにかかわる立場とし
て、患者さんごとに最適な補綴物となるよう支える役割があります。そこで、初診からメインテナン
スまで歯科衛生士がどのようにかかわればよいか、ステップごとに教えてもらいます。歯科医師、
歯科技工士との連携がわかるケースも、豊富な資料とともにご紹介いただきます!

患者さんの条件を知り、
メンテにかかわる立場から
最適な補綴治療につなげる
DHワーク

今月号の付録
補綴物のケア時に役立つ
マテリアルまるわかりシート
P.29“患者さんの条件を知り、メンテにかかわる立場から
最適な補綴治療につなげるDHワーク”より

［監修］
上原芳樹 補綴物に用いられるマテリアルの特徴をま

とめました。特性を理解し、長期的維持を
めざしましょう。

監修：上原芳樹
（歯科技工士）マテリアルまるわかりシート補綴物のケア時に役立つ

※ジルコニアはかなり硬い材料ではあるが
、一定の厚みを下回ったときには破折する

可能性がある。　　※強化型ガラスセラミ
ックスの特性としては、セラミックとジルコ

ニアの中間だと考えてもよい。

※上に示したジルコニアは、ジルコニアと
築盛陶材が分かりやすいような写真を使

用している。実際は、より天然歯に近い色
調再現が可能。

歯科衛生士2019年8月号とじ込み付録　©QPC

マテリアル
特徴

経年変化

セラミック（築盛陶材）
強化型ガラスセラミックスやジルコニアに

比べると強度が弱

く破折しやすい。強化型ガラスセラミック
スやジルコニアとい

えども、その表層に陶材を築盛すれば特
性はセラミックと同

じになる。

摩滅したような状態になることが多い。
この

状態を放っておくと、チッピングや対合歯
を摩

耗させる原因となるので、そのような状態
にな

っていることを発見したときは、速やかに
口腔

内での研磨が必要である。

メタル
審美性には優れないが、破折の心配がな

く、ブラキサーの患

者など経年的にうまく摩耗してほしい症
例には適している。

クリアランスが少なくても製作が可能であ
る。特徴は一緒だ

が、主なメタルの種類では硬い順にコバル
ト、セミプレ、パラ、

ゴールドとなっている。

ブラキサーの患者の場合、シャイニング
スポ

ットが現れ、オクルーザルコンタクトが消
失す

る可能性もある。レーザー溶接機があれ
ば歯

科技工士に依頼して咬合面にメタルを盛
り足

すことができる。

ハイブリッドレジン
経年劣化が早く、プラークが付着しやすい

。摩耗や破折に対

しても不利な材料である。修理がしやすく
、口腔内でも修理

ができるところが利点。保険のCAD／CAM冠についても同

様のことがいえるが、破折したときは再製
となる。

経年にともない表面がザラザラになってく
る。

柔らかい材料ではあるが、この状態を放
って

おくと破折や対合歯を摩耗させる原因と
なる

ので、速やかに口腔内での研磨が必要であ
る。

保険のCAD／CAM冠については、表面が粗

造になったとしても、対合歯を摩耗させる
とは

考えにくい。

ジルコニア
非常に硬い材料であり、破折の心配がな

い。きれいに研磨さ

れた表面はかなり滑沢であり、材質が持つ
硬さから傷が付き

にくくプラークも付着しにくい。一方で硬
度が高すぎることか

ら、ジルコニアクラウンが干渉などを起こ
した際は、周囲に悪

影響を及ぼす可能性が高いため注意が必
要である。

ほとんど変化しない。干渉がないかオクル
ー

ザルコンタクトの強さに問題がないか、つ
ねに

咬合チェックを心がける。きれいに研磨さ
れて

いない状態の咬合面は、対合歯を摩耗さ
せる

ため、咬合調整後はしっかりとツヤ出し
研磨

をする必要がある。

審美性 汚れの落としやすさ 傷つきにくさ

審美性 汚れの落としやすさ 傷つきにくさ

審美性 汚れの落としやすさ 傷つきにくさ

審美性 汚れの落としやすさ 傷つきにくさ

特集1 29ページより

 ﹇監修﹈上原芳樹

と
じ
込
み

D
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録

本シートを切り離す、またはダウン

ロードしたPDF版を印刷して補

綴物のケア時にご活用ください。 使
い
方

&マテリアルまるわかりシート 補綴物のケア時に役立つ
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Facebook https://www.facebook.com/quint.japan Twitter @shikaeiseishidhE-mail shikaeiseishi@quint-j.co.jp疑問などあれば、こちらまでどうぞ!

Illustration：ユカワアキコ

赤ちゃんから老後まで患者
さんのお口をずっと守ってい
くために『歯科衛生士』は“生
涯メインテナンス”をテーマ
に、各ライフステージに対応
する特集をお届けします。

本誌のコンセプト

2特  集

知りたい!  認定歯科衛生士
取得で“見える”キャリアアップ

38

新井英雄、石原彰子、磯川律子、伊藤星良、
瀧澤ゆき、村田 碧、有友たかね、玉熊幸子

臨床経験を通して得た知識や技術を形にしてキャリアアップをしたいと
思ったとき、選択肢の1つとして各学会の“認定制度”があります。しかし、
興味はあっても実際どのようにすればよいのかわからず、行動できない方
も少なくないと思います。今回は、認定を取得した7名の歯科衛生士にそ
の体験を紹介していただき、今後取得を考えている人や、今まさに取得
に向けて準備中の読者に役に立つ情報を詳しく教えてもらいます!

P. gingivalisの強さを握るジンジパイン
68

天野敦雄
年初に発表された話題の論文を受けて、緊急企画!
P. gingivalisの病原性を語るうえで無視できないの
が、タンパク分解酵素であるジンジパインです。タン
パク質が分解されるということは、歯周組織を含め
た私たちの体にとって、そしてP. gingivalisにとって
どのような意味をもつのでしょうか。それを理解する
ことで、歯周病や歯周治療に対する見方も変わりま
す。

21世紀の 特別編

TOPIC
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連載

［表紙イラスト］岸 潤一　［アートディレクション］鮎川 廉　［本文イラスト］有村 綾、Igloo*dining*、大野文彰、おおの麻里、コージー・トマト、サタケシュンスケ、
田中麻里子、寺田久美、飛田 敏、ほりみき、macco、もり谷ゆみ、ユカワアキコ 　［編集長］小川悦子　［編集］長谷川 恵、三浦真理子、長尾奈那子

55 重要文献オーバービュー
イマココ! がわかる 口腔と全身の関連性
第2回 口腔×早産・低体重児出産
関野 愉、今村公俊

81 症例をシェアして、ステップアップ!
DH誌上Case Presentation
Case29 歯周外科治療後に歯肉の治癒に合わせてOHIを行った症例
長谷川春菜

80 投稿規定

9
マイクロスコープ像でつかめる　ZOOM UP!  DH臨床

zoom7う窩の見落としを防ぐには?
三橋 純［監修］　　増田佳子、宮脇清美

15 チェアサイドQ&A 
［予防歯科の疑問］
第20回フッ化物は、牛乳を飲めば体外に排出される?
角田聡子、岩﨑正則［予防歯科臨床教育協議会］

［食と栄養の疑問］
第20回 なぜエナジードリンクを飲むと元気が出るの?
酒井理恵

77 “口”の引き出しは万物に在り  Dr.オカザキのカムカム大百科
Topic8 一口30回で107歳
岡崎好秀

13 今日もGo! Go!  DH日記 ～臨床にプラス編～ 
第20回 国際薬膳調理師でステップアップ
堤内久枝

90 不安や疑問まるごと解決!  訪問DH駆け込み寺 
相談その5 臼歯部に歯ブラシを当てると、必ず歯ブラシを噛んでしまう患者さんがいます
戸原 玄［監修］　　十時久子

64 DH臨床に役立つ  #社会のキーワード
#17 パニック障害  発作の不安に苛まれ、日常生活に支障
宮地英雄

66 どうぶつお
奥

くち
地

紀行 
第8回 鼻くそをどうやって取り除く
今井一彰

54  ［特集2］掘り下げBOOK GUIDE 
97 バックナンバー

102 次号予告

Movie

スマホ動画付き企画

92 News&Topics

94 歯科衛生士向け研修会・学会情報

96 新製品情報

Topic ●2020年度 新潟大学歯学部3年次編入学試験

News ●歯周病管理研究会ist 特別講演会
●第30回日本老年歯科医学会学術大会
●第57回日本小児歯科学会大会
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