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目的目的目的目的

メタルボンド（陶材焼付け鋳造メタルボンド（陶材焼付け鋳造
冠）を製作することによって支台冠）を製作することによって支台冠）を製作することによって支台冠）を製作することによって支台
歯形成の形態を理解し、一連の流歯形成の形態を理解し、一連の流歯形成 形 解 、 流歯形成 形 解 、 流
れを把握するれを把握する

実習を行う事によって技術、知識実習を行う事によって技術、知識
の幅を広げ患者により良い医療をの幅を広げ患者により良い医療をの幅を広げ患者により良い医療をの幅を広げ患者により良い医療を
提供できるようにする提供できるようにする



部位部位部位部位



形成前準備形成前準備形成前準備形成前準備

左上６には根部にカ左上６には根部にカ
リエスがあったためリエスがあったため
ラウンドバーでカリラウンドバーでカリ
エスを除去し化学重エスを除去し化学重
合合合型グラスアイオノ合型グラスアイオノ
マーセメントマーセメント
（（ ））（（Fuji2Fuji2）で充填し）で充填し
マージンを出せるよマージンを出せるよ
うううにしたうにした



形成用バー形成用バー形成用バー形成用バー

ショルダーマージンを研磨しやすいように先を削っておショルダ ジ を研磨しやすいように先を削 てお



支台歯形成支台歯形成支台歯形成支台歯形成

TMTMバー・ショルダー形成バー・ショルダー形成TMTM ショルダ 形成ショルダ 形成
用バーで形成しマージン用バーで形成しマージン
をを カッティングバーでカッティングバーで
修正修正

ホワイトポイント・シリホワイトポイント・シリ
ンポイントで研磨するンポイントで研磨するコンポイントで研磨するコンポイントで研磨する



TekTek作製・装着作製・装着TekTek作製・装着作製・装着

形成後正しいカン
ツァーを与えたTekを装
着する と ジ着することでマージン
部の歯肉を押さえ歯肉

の形態を整えるの形態を整える

（サブジンジバルカ
ンツァー付与する）ンツァー付与する）

エマージェンスプロファイル（発生学的形態）を考慮する



印象採得印象採得印象採得印象採得

プ ド 歯肉圧プ ド 歯肉圧プレコードで歯肉圧プレコードで歯肉圧
排をする排をする

リ 印象剤リ 印象剤シリコーン印象剤シリコーン印象剤
（（3M ESPE 3M ESPE 
ImprintnⅡImprintnⅡ G r ntG r ntImprintnⅡImprintnⅡ Garant Garant 
Heavy(Heavy(紫）紫）
regurar(regurar(緑）で印象緑）で印象regurar(regurar(緑）で印象緑）で印象
採得を行なう採得を行なう

本来は同時にエグザ本来は同時にエグザ本来は同時にエグザ本来は同時にエグザ
バイトバイトⅢⅢにてバイトにてバイト
も採るも採るも採も採



分割式模型分割式模型分割式模型分割式模型

超硬石膏でもった作業模型をトリミング超硬石膏でもった作業模型をトリミング
にかけるにかける

ダイエルピンをたて回転防止溝をほるダイエルピンをたて回転防止溝をほる

ボク グをし 石膏分離剤を塗布し超ボク グをし 石膏分離剤を塗布し超ボクシングをして石膏分離剤を塗布し超ボクシングをして石膏分離剤を塗布し超
硬石膏を流す硬石膏を流す

固まったらあらかじめきめていた部分を固まったらあらかじめきめていた部分を
分割して取り外せるのを確認する分割して取り外せるのを確認する分割して取り外せるのを確認する分割して取り外せるのを確認する

歯頸部のトリミングを行なう歯頸部のトリミングを行なう



分割式模型分割式模型分割式模型分割式模型



ワックスアップワックスアップワックスアップワックスアップ

コーティング剤・分離剤コーティング剤・分離剤
を模型に塗布するを模型に塗布する

グリーンワックスでグリーンワックスで
ディッピングを行いブディッピングを行いブ
ルーワックスでワックスルーワックスでワックス
アップを行なうアップを行なう



唇面コア・窓あけ唇面コア・窓あけ唇面コア・窓あけ唇面コア・窓あけ

ラボシリコーンにてコアラボシリコーンにてコア
をとり切縁でカットをとり切縁でカット

コアをガイドにして蝋型コアをガイドにして蝋型
が変形しないように切縁、が変形しないように切縁、変形 う 切縁、変形 う 切縁、
唇面、隣接面、舌側部唇面、隣接面、舌側部
（約１㎜）を削除（約１㎜）を削除約 除約 除

全体に丸みを与えマージ全体に丸みを与えマージ
ン部はヘビーシャンン部はヘビーシャンン部は ビ シャンン部は ビ シャン
ファーにするファーにする



埋没埋没埋没埋没

線線スプルー線の植立スプルー線の植立 リムーバルノブの付与リムーバルノブの付与
薄すぎたり厚すぎる部分にスプルー線をたてると
ホ ト ポ ト等 鋳造欠陥を引き起こす で注

鋳巣をつくらないために湯だまりをリング鋳巣をつくらないために湯だまりをリング
中央にくるように設置中央にくるように設置

ホットスポット等の鋳造欠陥を引き起こすので注
意

中央にくるように設置中央にくるように設置

リン酸塩系埋没剤リン酸塩系埋没剤ととステンレスリングステンレスリングを用を用リン酸塩系埋没剤リン酸塩系埋没剤ととステンレスリングステンレスリングを用を用
いて埋没いて埋没

２０分硬化後フ ネスにいれる２０分硬化後フ ネスにいれる２０分硬化後ファーネスにいれる２０分硬化後ファーネスにいれる



使用した金属使用した金属使用した金属使用した金属

スーパーエクセレントスーパーエクセレント
成分 金８６％白金１１．８％その他２．２％成分 ％白 ％ 他 ％

液相点 １１４５℃

注意点 フラ クスを使用しない注意点 フラックスを使用しない
オーバーヒートを避けるため鋳造 後室温にて除冷



鋳造鋳造鋳造鋳造

ファーネス７００ファーネス７００℃℃に３０分入れたに３０分入れた
後ハイパワー（金属が高温で溶ける後ハイパワー（金属が高温で溶ける後ハイパワ （金属が高温で溶ける後ハイパワ （金属が高温で溶ける
ため）のガスバーナーをもちいて金ため）のガスバーナーをもちいて金
属を溶解属を溶解属を溶解属を溶解

フラックスは使用しないフラックスは使用しないフラックスは使用しないフラックスは使用しない

鋳造後除冷をおこなう鋳造後除冷をおこなう

スプルー線の除去スプルー線の除去



表面処理その１表面処理その１表面処理その１表面処理その１
超音波洗浄

マージン部は顕微鏡を用いて
温希硫酸１０分

マ ジン部は顕微鏡を用いて

ラウンドバーを使う

その後

バーを使い研磨

細かい

バ を使い研磨

セラモメタルポイント



表面処理その２表面処理その２
内面以外にサ ドブラ タ （ 気圧内面以外にサ ドブラ タ （ 気圧１１ 内面以外にサンドブラスター（４気圧内面以外にサンドブラスター（４気圧

以下）をかける以下）をかける

２２ ディギャッシングディギャッシング

1 大気中設定 1. 大気中
2. １分間に７０℃上昇
3 ６８０℃～９８５℃まであげて９８５℃で５分

設定

3. ６８０℃ ９８５℃まであげて９８５℃で５分
4. 乾燥５分

目的 1 内部の水素ガス抜き
目的 1. 内部の水素ガス抜き

2. 酸化膜の獲得
3. 異物除去3. 異物除去
4. 鋳造ゆがみの解放

３ 酸処理（温希硫酸で１０分間超音波洗浄）３ 酸処理（温希硫酸で１０分間超音波洗浄）

酸化膜の除去



材料材料
歯科金属焼付用陶材歯科金属焼付用陶材

商品名 ユニボンド ヴィンテージ



陶材築盛・焼成１陶材築盛・焼成１陶材築盛・焼成１陶材築盛・焼成１
焼成炉

色色A3A3

オペーク（オペーク（PA3OPA3O））22回焼成回焼成（（ ）） 回焼成回焼成

サービカル（サービカル（A3BA3B＋＋ACAC））

ボディー（ボディー（A3BA3B）カット）カット

流
れ

ボディー（ボディー（A3BA3B）カット）カット
バックバック

インサイザル（５９インサイザル（５９インサイザル（５９、咬インサイザル（５９、咬
合面オパールオクルーザ合面オパールオクルーザ
ル）ル）ル）ル）

KDF MASTER SPIRIT １２０ディギャッシングもこれで行なう



陶材築盛・焼成２陶材築盛・焼成２陶材築盛・焼成２陶材築盛・焼成２

デデコンデンスを行なうコンデンスを行なう

内面に陶材を入れない内面に陶材を入れない

22回目のオペーク陶材で回目のオペーク陶材で
金属を完全に遮断金属を完全に遮断

ボデ 陶材は模型上ボデ 陶材は模型上ボディー陶材は模型上ボディー陶材は模型上
で形態を整えてからで形態を整えてから
カットバックを行なうカットバックを行なうカットバックを行なうカットバックを行なう

エナメル陶材は収縮をエナメル陶材は収縮を
考え めに盛る考え めに盛る考え めに盛る考え めに盛る

焼成炉に入れるところ



形態修正・グレージング形態修正・グレージング形態修正・グレージング形態修正・グレージング

ボ ダ ポボ ダ ポカーボランダムポイカーボランダムポイ
ントを用いて削除ントを用いて削除

合 使用 隣接合 使用 隣接合紙を使用し隣接合紙を使用し隣接
面を調整面を調整

合 接 態を合 接 態を合の接触状態を合の接触状態を
チェックし削除、調チェックし削除、調
整整整整

研磨はホワイトポイ研磨はホワイトポイ
ントント→→ペ パ コペ パ コントント→→ペーパーコーペーパーコー
ンの順ンの順

築盛が らな 時 洗築盛が らない時は 度洗
剤で洗ってから焼付をする



成成成成

フィットチェッカーを用いて内面の適合性をチェック



考考考察考察

回 実習 ポ トま回 実習 ポ トま回の実習ではポーセレンのセットまで回の実習ではポーセレンのセットまで
の流れを学んだ。の流れを学んだ。

一つ一つの工程が細かく精密さを要求さ一つ一つの工程が細かく精密さを要求さ
れるため かな いが生じても 成まれるため かな いが生じても 成まれるためわずかな が生じても 成まれるためわずかな が生じても 成ま
ではいかない。なので口腔内でのマージではいかない。なので口腔内でのマージ
ン出しやコンタクトポイントの をン出しやコンタクトポイントの をン出しや ンタクトポイントの 持をン出しや ンタクトポイントの 持を
テックを用いてしっかりと調整しなけれテックを用いてしっかりと調整しなけれ

ならないならないならないならない

形成とテックの重要性を知った形成とテックの重要性を知った



考考考文献考文献

準クラウン・ブリッジ補綴学準クラウン・ブリッジ補綴学

内 一内 一賀通夫賀通夫 内山洋内山洋
山下敦山下敦

メタ ボ ドポ セ テムメタ ボ ドポ セ テム松風メタルボンドポーセレンシステム松風メタルボンドポーセレンシステム


