
被せ物の種類

種
類

オールセラミックス系 異種混合系 メタル系 CADCAM系

オールセラミックス e-maxセラミックス ジルコニアセラミックス メタルセラミックス メタルプラスチック（保険） 金歯 銀歯（保険） CAD.CAM冠（保険）

適
応

前・小・大 前・小・大 小・大 前・小・大 前・小（条件付） 小・大 小・大
小・大
（条件付）
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・色の再現性が非常に良い
・前歯、小臼歯などの審美
的な部位に適している

・限りなくご自身の歯の色
に近く仕上げられる
・最高グレードは必ず色を
合わせられる。

ブリッジにも対応できる強
度がある

・２次的な虫歯になりにくい
・金属アレルギーを起こさ
ない
・色の劣化がない

・16色の色から、自分の歯
に近い色を選ぶ

・天然の歯の硬さに近い為、
大臼歯にも使用できる

・4〜6本まとめて治療する
際に適している
・２次的な虫歯になりにくい

・金属アレルギーを起こさ
ない

・色の劣化がない

・金属と同等の強度と耐久
性を持っている

・すごく滑りが良いので、噛
み合わせる歯を痛めること
が少ない
・歯ぎしりをしている人の大
臼歯部には最適
・汚れがほとんど付かない
・２次的な虫歯になりにくい

・金属アレルギーを起こさ
ない
・色の劣化がない

・色の再現性が豊か
・強度が高くほとんどの歯
に適応できる

・ブリッジにも対応できる強
度がある
・２次的な虫歯になりにくい
・色の劣化がない

・費用が安い
・裏側が金属でおおわれて
いるので、割れない

・２次的な虫歯になりにくい
・金属なので割れない

・金属アレルギーを起こし
にくい

・無理な力が加わると、適
度にすり減ってくれる為、歯
に負担をかけにくい

・費用が安い
・金属なので割れない

・費用が安い
・金属アレルギーを起こさ
ない

・銀歯ではないため審美的
に良い
・銀歯にくらべると２次的な
むし歯になりにくい
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・費用が高い
・１回の治療時間が長く、妥

協しない為、回数がかかる
事がある

・歯ぎしりが強い人には大
臼歯部での使用は不向き

・費用が高い
・１回の治療時間が長く、妥

協しない為、回数がかかる
事がある

・オールセラミックスより色
の再現性は劣る

・費用が高い
・１回の治療時間が長く、妥

協しない為、回数がかかる
事がある

・白い色で作製できるが、
審美的には不向き
・費用が高い

・費用が高い
・１回の治療時間が長く、妥

協しない為、回数がかかる
事がある

・金属アレルギーの心配が
ある
・金属の裏打ちがある為、

歯ぐきとの境目が黒ずむ事
がある

・時間の経過とともに色が
劣化する

・金属アレルギーの心配が
ある

・裏側の金属が幅広く出来
ているので、裏側からの審
美性は良くない
・2次的な虫歯になりやすい

・費用が高い
・１回の治療時間が長く、妥

協しない為、回数がかかる
事がある

・非常に硬く滑りが悪いた
め、歯に負担がかかる

・色が銀色で審美的に良く
ない

・金属アレルギーの心配が
ある
・2次的な虫歯になりやすい

・割れる事がある
・割れると２年間保険診療
で再製できない

・長期間使用していると色
の変色が起こる

価
格 ¥143,000〜 ¥110,000〜 ¥132,000〜 ¥110,000〜 ３割負担で

約￥10,000〜 ¥110,000〜
３割負担で

約￥6,000〜
３割負担で

約￥10,000〜

保
証 5年 3年 5年 5年 ナシ 5年 ナシ ナシ

奥歯の材料について！
奥歯の材料は歯と同じくらいの硬さか、非常にすべりの良い材料が適し

ています。その中でもジルコニアはスケートリンクの上をす〜っと滑るよう
な滑らかさ。歯ぎしりなどの横ずれの力が歯に加わった時にも歯を痛め
る事なく、サポートしてくれます。

新百合山手アクザワ歯科医院
TEL:044-965-4182
http://yusinkai.com



メタルPost
保険診療

全て金属で作製された土台。歯に掛かる負担が大き
く、土台の先端で、根が割れてしまう確率が非常に高

い。また、金属は光を通さない為透過性の良いセラ
ミック治療には不向き。当医院では作製をいたしませ
ん。

レジン＋メタルスクリューPost
保険診療

細い金属ポストに樹脂をまとわり付かせた保険の土
台。メタルPostに比べ歯にかかる負担は軽減されるが、
やはり金属を使用しているため、歯に掛かる負担は
否めない。当院の保険診療のスタンダードです。中心

のポストが金属の為、透過性が悪くオールセラミック
には使用できない

マルチグラスファイバーPost
¥22,000-自費診療

従来のグラスファイバーポストより歯に優しく、折れにくく、尚且つ
脱離しにくい土台となってます。鉄筋コンクリートの構造をヒント

に作製されたグラスファイバーポストです。長い期間の自費の補
綴物をしっかりと支えます。他医院のグラスファイバーポストとは
一味も二味も違います！

被せ物の構造と土台について

当医院仕様のグラスファイバーポストは！

従来のグラスファイバーポストより歯に優しく、折れにくく、尚且つ脱離し
にくい土台となってます。それは、当医院のグラスファイバーポストは、太
いグラスファイバーと、スリーブと言われているグラスファイバー、そして
アクセサリーファイバーを組み合わせて作製しています。これは、高層ビ
ルなどの建築用コンクリートの鉄筋は、外周に鉄筋を配置することで亀裂

の発生を最小限にする技術と同じ設計を模倣しているのです。長い期間
の自費の補綴物をしっかりと支えます。また、透明感の高いセラミックス
を使用した場合でも、透明感を損うことなく、美しい仕上がりを維持します。



つめ物の種類

種
類

メタルフリー系 メタル系

コンポジットレジン ダイレクトセラミックス
（セラミックス９０％・樹脂１０％）

e-maxインレー ジルコニアインレー ゴールドインレー
シルバーインレー

（保険）
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・金属アレルギーの心配が
ない

・歯を削る量が少ない
・金属を使用していないため、
歯肉が変色する心配がない

・1回で治療が出来る
・修理が簡単にできる
（条件付）
・費用が安い

・金属アレルギーの心配が
ない

・歯を削る量が少ない
・２次的な虫歯になりにくい

・金属を使用していないため、
歯肉が変色する心配がない
1回で治療が出来る
・変色する事はあるが、再研
磨により艶を取り戻すことが
できる

・修理が簡単に出来る
・天然の歯のように、溝まで
再現している
・自費治療の中では比較的
安価

・金属アレルギーの心配が
ない

・２次的な虫歯になりにくい

・周囲の歯に調和した色調
で、美しい仕上がりが得られ
る

・表面がツルツルしているた
め歯垢がつきにくい

・自分の歯と同じようにすり
減る

・金属アレルギーの心配が
ない

・２次的な虫歯になりにくい
・噛む力の強い奥歯に向い
ている

・非常に硬く、すごく滑りが良
い為、歯ぎしりのひどい方、
かむ力が強い方でも対応で
きる

・プラークが付きにくい

・白い詰め物でできる

・２次的な虫歯になりにくい
・金属アレルギーが起こりに
くい
・噛む力の強い奥歯に向い
ている

・自分の歯と同じようにすり
減る

・金属なので割れない

・治療費が安い
・金属なので割れない
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・歯ぎしりや食いしばりがあ
る人は、かみ合わせる部分
がすり減ったり、歯の間に隙
間ができたりする事がある

・長期間使用で変色や、歯と
詰め物の間に汚れがつく事
がある

・治療できない場合もある

・歯ぎしりや食いしばりがあ
る人は、かみ合わせる部分
がすり減ったり、歯の間に隙
間ができたりする事がある

・歯ぎしりや食いしばりの強
い人の場合、割れる事があ
る
・費用が高い

・白くはできるが、歯の色と
はマッチしにくい

・費用が高い

・見た目が金色なので、審美
的でない

・費用が高い

・硬くて滑りが悪い為、土台
の歯や、かみ合わせの歯を
痛める事がある
・金属アレルギーの心配が
ある

・２次的な虫歯になりやすい
・見た目が銀色なので、審美
的でない

価
格

¥1,000~1,500
(保険3割負担の場合）

¥11,000~33,000 ¥55,000- ¥88,000- ¥88,000- 約¥2,000-
(保険3割負担の方）

保証 ナシ 3年 3年 5年 5年 ナシ

新百合山手アクザワ歯科医院
TEL:044-965-4182 http://yusinkai.com



新百合山手アクザワ歯科医院
TEL:044-965-4182
http://yusinkai.com

２次カリエス（むし歯）について

２次カリエスとは
銀歯は非常に滑りの悪く非常に硬い金属です。通常の生活ではそれほ
ど問題になりませんが、歯ぎしりや食いしばりなどで、横ずれの力が加わ

る事で、大きな摩擦により、歯が揺れて、セメントの崩壊や溶け出しを起
こします。セメントが崩壊した部分に隙間ができます。
ここに新たなむし歯（2次カリエス） ができてしまいます。この様なむし歯
は検診等でも発見しにくく、残念ながら気が付いたときにはかなり深いむ
し歯になってしまうのです。

当院では、極力銀歯を使用しない治療方法を選択します
このことをふまえて、当医院では保険の範囲でも極力銀歯を使用しない
治療方法を選択します。銀歯のほうが丈夫ですが、歯を長持ちさせるに
は、白い合成樹脂のほうが良い結果が得られます。

金属を使用した治療の場合

銀歯は硬すぎであるということと、非常に滑りが悪く、摩擦係数 が高い
素材剤です。摩擦係数が高い素材は銀歯周囲のエナメル質を崩壊させ
ることもあります。そこから更に2次カリエスが発生してしますのです。そ
のうち自分の葉が少しずつ壊れて金属で覆う所が増え、最後には全て覆
うようになってしまします。
合成樹脂を使用した治療の場合

合成樹脂やハイブリットセラミックスを使用した治療は、詰めた材料が歯

と科学的に接着します。かみ合わせにより磨り減ったり、無理なかみ合わ
せにより、部分的に破折してしまう事はあります。また修理もすぐ出来る
ので、治療回数や治療時間の短縮にも繋がります。ただ、磨り減りや色
調変化は比較的早くから起こってきますのでご了承ください。

セラミックスを詰めると、保険診療の弱点である
磨り減りや、色調変化などがほとんど起こりません。

自然な美しさを求める方には、
ダイレクトセラミックかe-maxインレーが最適です！


