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ホワイトニング材の現状とこれから
一 新しいホワイトニング材「ティオンオフィ列 &「ティオンホー劉 ―

審美歯科が一般的になっていくなかでホワイトニングヘの注目も集まっています。

ジーシーが行つた「国民の歯科意識調査」でも、患者さんが歯に関して最も不満に感じ

ているのが「歯の色」という結果です。そのような時代の要請を受けてジーシーは2009

年にホームホワイトニング材 レ ィオン ホーム」を発売しました。そしてこの度、新技術を

応用したオフィスホワイトニング材「ティオン オフィス」が登場しました。そこで今回は

ホワイトニングについての基礎知識と治療をテーマに、愛知学院大学歯学部保存修復学

講座の千田 彰教授と、東京医科歯科大学大学院歯学部長 う蝕制御学分野の田上

順次教授、臨床家の代表として近藤隆―先生をお迎えしてお話を伺いました。

ホワイトニングヘの二=ズは高いが一

中川 審美歯科治療が当たり前の時代、ホ

ワイトニングヘの二―ズが高まつていま魂

歯科医院の中には診療科目にホワイトニン

グを標榜されているところも多くなりまし

た。ジーシーが2004年 に行つた「国民の歯

科意識調査」でも、口腔内で満足していない

項目のトップに「歯の色」があります (図 1)。

このような現状の中で、2009年 8月 にジー

シーから新しいホームホワイトニング材「ティ

オン ホーム」が発売されました。患者さん

が使いやすい設計になつており、とても好評

のようで硯 そして、2005年に米国で発売し、

グスト千田彰先生

国内外の学会やホワイトニングの講演など

でも評価の高い レ ィオン オフィス」が日本

仕様となつて発売されました。そこで今回は、

ホワイトニングをテーマにお話を進めま硯

グストは、日本歯科保存学会や日本歯科

審美学会でお馴染みの愛知学院大学歯学

部保存修復学講座の千田 彰教授と東京医

科歯科大学大学院う蝕制御学分野の田上

|1頁 次教授です。両教授ともホワイトニング

材を長年にわたってこ研究され、レ ィオン

オフィス」では治験を行われたと聞いてい

ますが、さまざまな興味深いお話が伺える

と思つています。

また、目黒区でこ開業され、ホワイトニン

グ システムが登場した」990年頃から臨床
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図1 2004年 に行われた「国民の歯科意識調査J結果。

に取り入れられ、審美歯科、ホワイトニング

では日本の トップランナーである近藤隆一

先生もお招きしました。近藤先生からは臨

床家としてのさまざまなこ経験から臨床の
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進め方、注意点などを含めお話をいただけ

ればと考えています。

ところで、先生方は国民の白い歯に対す

る二―ズというのをどのように受け止めて

いらつしゃいますか。

千田 白い歯への二=ズは、ブラックが近代

歯学を立ち上げた頃からありま硯 ただ、当時

は汚れた歯をきれいにしたいというレベルで、

今日のような臨床レベルで登場してきたのは

」980年代後半のホームホワイトニングが確

立されてからで視 また、患者さんの口月空に対

する意識さ三がつてきたこと、臨床レベルでも

管理を中心にした医療に向かうことができる

ようになつてきたことも大きいですね (図 2)。

田上 たしかに二―ズは高いと思います。

歯科治療で審美的な結果を一緒に提供す

るのは歯科医師として当たり前の時代です。

ジーシーが掲げているMIも浸透してきまし

たが、これからはまつたく侵襲せずに薬斉]

を塗るだけのCI(ChemlcJ ntervenJOn)

でありN(No ntervent on)と いった時代

にもなりつつあると思います (図 3)。

中川 なるほど、侵襲をしない審美的なア

プローチですね。それがホワイトニングЭ

千田 2006年、ADA総会でサンアントニオ

に行った際、シ∃ッピングモールにホワイト

ニングサロンがあつて、通路ではホワイトニ

ング ジェルを売っていました。そして、な

ぜか椅子が並べてあるので現 少し様子を

見ていたのですが、ジェルを購入された方

がその椅子に座つて自分でライトを当てて

ホワイトニングをしていました。いわゆるス

タンド形式です。歯科医院や歯科衛生士が

イ〒うわけではないので、アメリカでも問題に

なつているようですが、現実にホワイトニン

グというのは生活の場に入り込んでおり、既

に特殊なものではなくなつているのです。

中川 たしかに米国では矯正やホワイトニ

ングは定着していますが、日本ではニーズ

はあつても普及は今ひとつかなとも感じる

のですが。

田上 そうですね。まだまだ日本では、歯

科医院は問題が起こらないと行かないとこ

ろ、というのがある。ことに受診率の低い

青年期や中年期の人たちにはそうです。

ジーシーの「国民の歯科意識調査Jでも

満足していないベスト3は「歯の色」「□臭」

「歯列」で、これは生活の医療です (図」)。

ところが、日本はう蝕と歯周病の2大疾患を

中心に行政も教育も行つてきました。しか

し、患者さんの意識は生活医療やQOLの 向

上にあります。私もそうでしたが、若いとき

はlll康のことよりもファッシ∃ンや美容に

関心がある。ですから、これからはホワイト

ニングなどをきっかけに歯科への意識を高

めていく必要があるだろうと思います。

赤羽 ジーシーの製品開発もやはり歯科

疾患への対応にウエイトを置いてきた歴史

がありますが、これからはホワイトニングな

どQOLの 向上を目指した開発テーマにも積

極的に推進していこうと考えていま魂

ホワイ トニングの位置づけを

もう一度考える

中川 近藤先生は早くからホワイトニング

を臨床に取り入れられたのですが、現状は

どのような印象をお持ちですか。

近藤 私がホワイ トニングを始めたのは

」991年で現 新しい分野に挑戦したいとい

う思いがあつて勉強したのですが、この約

20年間で自分なりに感じているのは、ホワ

イトニングはみなさんが思っているほど伸

びていなかつた。ポピュラーになっていな

かつたということです。

中川 それは、どうしてなのでしょうか。

近藤 患者さんや先生方との会話から自分

なりに考えてみますと、「本当に自くなる

の? 本当に痛くないの ?」 という不安感

です。それとお金を使う目的として、化粧品

に1万円を出しても、お口に1万円を出すの

は高いと感じていらっしゃる患者さんが多

いのではないでしょうか。

また、術者側の問題としてホワイトニング

に対して正しい矢□識を持つていない先生方

が多い、ということが大きいと思います。つ

まり、ホワイトニングを行っても思つたよう

な結果が出せない。術者としても不満足だ

し、患者さんの満足度も低いということが

あるように感じます。

そのようななかで、今回ジーシーがホヮイ

トニング材を出したというのは、正しい知

ジーシー 赤羽正治

司会 中川孝男 先生

Bleaching(漂白,去 )

●オフィスブリーチング
パワープリーチンス レーザーブリーチング

●ホームブリーチング

●デュアルブリーチング
オフィス+ホームブリーチング

●ウォーキングブリーチ
無髄歯が対象

暉◇TCプ リーチング
市騒の浮由材と既製トレーを魂馬し態者自身で警う

図2 ブリーチング法。

Mlか らN:ヘ

最小限の侵襲
卜Лinimal lntervention

101■|||||||||IⅢお||

非侵襲型歯科医療ヘ

No lntervention

図3 MIの概念に基づき歯質の肖J除量を減らすことを推
進すると、メカニカルな肖J除から不要な部位のみを除去す
る化学的な処置という非侵襲型歯科医療へと発展する。
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●「ティオンホーム」の臨床

図4 ホワイトニングの原理、安全性、使用法、適応症 禁

忌症Ic「 どの説明を行う。

識や認識を伝えていくうえでも非常に意義

のあることだと感じています。

千田 そうですね。私も90年代に何人かの

先生のホワイトニングの症例を見ていまし

たが、あまりお上手には見えなかった。当

時、ある外国の先生が日本に来られて症例

を見たときに「彼は訴えら/rlな いのかJと

心配していました。原因としては、知識やテ

クニックのレベルとともに、日本には適切な

材料もなかつたこともある。そのような状

況のなかで、近藤先生を中心に日本のホワ

イトニングのレベルを引き上げていただい

てきたわけですが、まだまだ一般の歯科医

師に正しい情報が伝わつていない面もある

と思います。

近藤 本当にホワイトニングとは、どういう

治療なのか改めて提示する必要があると思

います。歯をきれいに美しくする方法とし

て、今はPMTCが全盛ですがメカニカルな

ものだけではなくケミカルなクリーニング

PCttC(プ ロフエッシヨナル ケミカリレトゥー

ス クリーニング)という方法もあるわけで

す。ホワイトニングはそこに位置づけられる。

そして、その治療はただ単に歯を自くすると

いうだけではなく、今までできなかつた歯

観を構成する要素である色調を変えること

図5 ホワイトニング材が歯面に効果

プレティオンを用い、歯面を清掃する。

のできる手段のひとつであるわけです。

干田 メカニカルからケミカルという□腔

内科的発想は10年くらい前から言われてい

て、その大きな流れの中のひとつにホワイト

ニングがあるということだと思います。ま

た、ホワイトニングというのは方法ではなく

て結果、つまり目指すものです。変色はさま

ざまな原因で起きるわけですから、患者さ

んの状態をしつかり把握したうえで行わな

いと失敗します。

例えば、長年歯の色調でllblんでいる方が

ラミネー トベニヤにしてほしいと来院され

たことがありました。調べてみると汚れの

原因はウーロン茶で、患者さんはウーロン

茶のヘビー愛飲者でした。ですから、その

方はべニアなど必要ない、エアーポリッシュ

だけできれいになる。何でもホワイトニン

グを行えばいいという話ではないのです。

ホワイ トニングで歯は脱灰 しない

中川 術者側の認識不足というお話があつ

たのですが、具体的にはどのような誤解が

ありますか。

千田 私の身近な歯科医師でも「ホワイト

ニングはエッチングと一緒ですよね。歯を酸

19‐ ヒドロキシラジカル

図6 トレーを作製し、試適する。歯肉に当たる部分は調
整する。「ティオン ホーム」のトレーは柔らかく、歯肉に

も優しい。

で溶かして自くするのでしょう」という認識

を持つている人が意外に多い。脱灰して自く

するという誤解が蔓延しているのにびっくり

しました。また、ホームホワイトニングをOTC

(オーラル トゥ=ス クリニ■ング)と一緒に

されている方も多いと思いま硯

田上 そうですね。歯がもろくなる副作用

があるのではないかと思つている方が多い

ですね。もちろん、そのようなことはないわ

けで、むしろ細菌もなくなりう蝕や歯周病を

予防するのにもいいと私は説明しています。

千田 だから、ホワイトニングの原理をしっ

かり浸透させていかないといけない。つま

り、ホワイトニングで使用される漂白材に

は、オフィスホワイトニングの過酸化水素、

ホームホワイトニングの過酸化尿素がある

のですが、これらの化学的に不安定な過酸

化物からヒドロキシラジカルが発生し、そll

がエナメル小柱間質内に存在する有機性着

色物の長い分子鎖を化学的に破壊して小さ

な分子にすることで色を分解しているわけ

です (図 10)。

図11 ホワイトニング (過酸化水素)のエナメル質への影

響。ホワイトニングは、歯質の表層のプラークや沈着物質

を溶解、除去してしヽるだけで、歯質を脱灰してしヽるのでは

ないことがわかる。

●
●

●

一　

　

　

に

矮
靡

ホワイトニングジェル

図10 ホワイトングの原理。歯質にしみこんでいる着色物質 ( )が、ホワイトニングジェル ( )の 主成分である過酸化水

素 (暴 :H202)か ら発生するヒドロキシラジカル (■ :OH)に より化学的に分解され無色あるいは薄い色調の物質に変わる

ことにより漂白される。

対照群 (漂白なし)

3回漂白群
エナメル質

10回 漂白群
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%.

図7 トレーにホワイトニングジエルを塗布する。米粒2
つ分ぐらいが適当である。「ティオン ホーム」よホワイト

ニングジェルが白いので、塗布量がわかりやすい。

この作用でエナメル質を脱灰することは

ないのですが、ホワイトニングした歯牙表

面を電子顕微鏡で観察すると、傷があるよ

うに見える。我々の実験でもオフィスホワイ

トニングを3回 ずつ行い、それを10回繰り

返して表面を拡大して見ると、ボツボツが

あつて傷害を受けたように見えるのです。と

ころが、これを偏光顕微鏡などで観察しま

すと、要は有機性のタンパク質が取れて、も

ともとのエナメル質の表面が見えているだ

けなのです。つまり、べTスラインでは汚れ

が付着して平らになつていたのが除去され

た状態ですから、歯質が脱灰されたという

ことでは決してないのです (図 1」 )。

近藤 エッチングの話題ですが、それがど

こから出てきているかというと、アメリカで

ホワイトニング材の開発をイ子つた」 フリー

ドマンの治療説明の中に、「ホワイトニング

にはエッチングを併用する方法もある」と

いつた文章がありま視 ここが誤解を生じ

た一因とも言えそうで或 変色歯の改善手

段のひとつとして、酸処理で汚れを落としや

すくする手段が提案されたとしても、逆に、

歯面に対する酸の使用は禁じ手でしょう。

田上 術者側がそのような誤解を持つてし

まうと、普及しにくいですね。

近藤 そうです。だから患者さんにホワイ

トニングの話をすると「歯がダメにならな

いです力」と聞かれることが多いですね。

図8 トレーを□腔内にセットする。

田上 患者さんは何軒もの歯科医院に通つ

た方が多い。」軒でもホワイトニングヘの

誤解を植えつけら/riて しまうと消極的にな

りますので、正しい知識とエビデンスを把

握して、自信を持つて患者さんに対応できる

ようにする必要があります。

ホワイ トニング材は

どこまで浸透するのか

中川 白い歯というと元プロ野球選手を

思い浮かべてしまいますが、話題に出るこ

とはありますか。

近藤 ホワイトニングするときの目標で野

球選手や芸能人を例に挙げられる先生もい

ると思いますが、彼らはタレントさんですの

で自然感のある審美性というのと少し違う

と思いま軌 不自然に見えるのはオペークが

強すぎてトランスルーセントの部分が感じ

られない。つまり、自濁させることとホワイト

ニングというのは意味が違うと思うのです。

干田 私の患者さんの中にも「真つ自にな

るのだつたら嫌です」という人もいらつしゃ

います。

田上 そうですね。ただ、ホワイトニングの

目標は患者さんことに違いま硯 テトラサイ

クリンの方だと少し改善しただけでもとて

も喜んでいただける患者さんもいま視 不

充分でも嬉しい方もいるので難しいですね。

中川 私もそう感じています。ところで、歯

図9 ホワイトニグジェルがトレーからはみ出し、歯肉に

付着すると歯肉が自くなったり、痛みが出ることがあるの

でlltき取つておく。

の汚れや変色には飲食物やタバコなどの外

因性のものとテトラサイクリンや加齢によ

る内因性のものなどがあるのですが、着色

となる原因物質は何ですか。

干田 有機性の脂汚れです。さきほど、原

理のところで説明しましたように、それが工

ナメリレ小柱間質内に入つてしまうのです。ま

た、汚れの中には無機性のもので小柱の結

晶内に入つているものもあります。それら

は灰色とか青つぽい汚れといわれるのです

が、これはちょつと難しい。時間をかけて根

気よくやらないと取れません。

中川 その原因物質にホワイトニング材が

化学的に作用するということですが、どのよ

うな原理ですか。

干田 レ イオン ホーム」の過酸化尿素も

「Tイ オン オフイス」のように過酸化水素に

変化し、作用するのですが、過酸化水素から

ヒドロキシラジカルが発生し、それがタンパ

クなどを分解し漂白効果を発揮しま魂

中川 その効果を発揮する過酸化水素やヒ

ドロキシラジカルはどこまで浸透していく

のですか。

千田 確実に調べる方法がまだないので工

ビデンスはないのですが、象牙質まで浸透

するという説は多いですね。

田上 エナメル質の透過性を考えたら到達

しているはずです。エナメル小柱間には隙

間があつて水も通ります。なぜ通常は通ら

ないのかというと有機性の汚れ物質が沈着

しているからです。そこをオフィスホワイト

エングするとその有機物が分解されて小さ

な分子になる。すると隙間がどんどんでき

て、少しずつ奥に入る。さらに、ホームホワ

イトニングで長時間作用させることで分子

はさらに分解され小さくなるので、結局は

象牙質まで至」達すると考えられる。図 13図12 術前。 術後。

ジーシー・サークル 136号  20H‐ 2



●「ティオンオフィス」の臨床

図14 術前の□腔内写真。術前の歯の色調を患者さんと

確認する。

また、ホワイトニングで知覚過敏が起きる

のも、何らかの物質が象牙細管まで至J達 し

ているわけですから、もし至」達していなけれ

ば知覚過敏はあまり起きないはずで硯

近藤 私も田上先生のこ意見と一緒で、知

覚過敏が起きるということは、極端なこと

を言えば歯髄まで至」達している可能性があ

ると思います。ただし、色の変化からみると

通常は象牙質の色の改善は、よほど根気よ

くやらないと難しい。

千田 余談ですが、ホームホワイトニング

法を考案したヘイウッドが講演に行くとき

には必ず重度のテトラサイクリンの症例を

持ち歩いているそうで硯 」年以上のホー

ムホワイトニングで自くしたと。患者さんも

大変だつたろうけれど、それぐらいやればき

れいにはなる。

田上 エナメル質と象牙質では自くなる速

さは違いますが、かなり浸透していけば象牙

質でも自くなる可能1生はあると思いますね。

患者にやさしい低濃度の過酸化水素で

充分な効果を発揮する「ティオИ

中川 ここからは「ティオン ホーム」や「ティ

オン オフィスJを中心にお話を進めます。

ます レ ィオン ホームJについて伺いたい

と思います。

近藤 膨
ニ
ィオン ホーム」は患者さんの操

作性をうまく考慮して設計されていると思

いま或 ます トレーが柔らかいことで現

トレーが硬いと歯肉に当たり痛い。そうす

るとそれだけでやりたくなくなつてしまう人

がいます。また、ペーストが自く、トレーに

必要量を採取するのに確認しやすいことで

す。トレーからはみ出したホワイトニング

ジェルを患者さんが鏡で確認できるので、

それを拭き取ることもできます。たまに、そ

図15「テイオンオフィスJ歯肉保護レジンを歯肉に塗布
し、光照射する。

の余乗J分の薬剤が歯肉にかかってしみたり

痛み出したりして、ホワイトニング治療が失

敗することがありますが、「ティオン ホー

ムJはその辺の設計がよくできていると思

います (図 4～ 9)。

千田 そうですね。ホワイトニングジェル

も適度な粘性で歯面全面に伸びやすく、下

顎でも トレーから垂れないのも良い。ト

レーから流れてしまうと歯肉に触れて′心配

になりますから。

赤羽 ありがとうこざいます。ともかく患

者さんが使いやすいようにという点に注力

し開発しました。

中川 私もクリニックで採用していますが、

患者さんに説明しやすい製品だと思いま硯

では続きまして、新製品である「ティオン オ

フィスJの開発趣旨などをこ説明いただけ

ますか。

赤羽 これまでのオフィスホワイトニング

図16「 V―CA司 を主成分とした「リアクタTJを塗布する。

では、高濃度の過酸化水素を使つていたた

め知覚過敏の原因になることがあり、光照

射による熱の刺激もありました。そこで、私

どもでは患者さんの負担の軽減を考えて、

(株)豊田中央研究所が開発した可視光応答

の窒素ドづ 型酸化チタン光触噺 ∨CATJ

を応用しレ
ニ
ィオン オフィス」を開発しました。

この光触媒は歯科用の可視光線照射器でも

反応し、過酸化水素から効率よくヒドロキシ

ラジカルを発生させ、約23%と上ヒ較的低濃

度の過酸化水素でも充分なホワイトニング

効果を発揮することができます (図 20)。

田上 これまでのほとんどのオフィスホワ

イトニング材では過酸化水素は35%前後の

高濃度で、直接触ると皮膚が真っ自になっ

て非常に痛い。

干田 そうですね。歯科では高濃度の過酸

化物に対する認識が低いのが問題です。自

分がやけどするならまだしも、患者さんに

「テイオンオフイス」(V‐ CA丁応用)の効果

>

歯面にリアクター(=)と オフィ  可視光線が照射されるとリア  過酸化水素と電子が反応する
スホワイトニングジェルが塗布  クター中の「V CAJか ら多く  ことにより多くのヒドロキシラ
された状態。         の電子 (e)が放出され、過酸  ジカル (・ OH)が 生成され、着

化水素 (H202)と反応する。   色物質を効率的に分解する。

図20 可視光応答の二酸化チタン光触媒「V CAT」 を採用した「ティオンオフィスJのホワイトニングの原llT。
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図17「テイオンオフィスJホワイトニングジェルを混和
し、歯面に薄く(05～l nnm)塗 布する。

やけどさせたら大問題ですから、過酸化物

の濃度を下げるとか、通常の光照射で充分

な効果が出せるというのは、本当に待ち望

んでいた材料だと思います。

中川 先ほど、「ティオン オフィス」は過酸

化水素濃度が約23%と お聞きしましたが、

治験を行われた千田先生と田上先生のこ

評価はいかがですか。

田上 愛知学院大学と東京医科歯科大学

の附属病院で計72症例に治験を行いまし

た。オフィスホワイトニングに限定されるの

ですが、7」 症例には冨J作用が一切なく、」症

例についても軽度な違和感だけで、2週 間

後のリコール時には問題がなかつたことが

確認されています。この治験の有効性です

が、明度差が3以上の著効果例が792%で、

明度差3未満の有効例が208%。 無効はあ

りませんでした。

干田 約23%という低濃度の過酸化水素に

もかかわらずこれだけの結果が出せるという

のも、より効果的に酸化還元反応が行われ

ている証拠だと思いま視 その後、ホームホ

ワイトニングを行っていけばかなり良好な効

果が持続できるはずですから、安全で有効

なホワイトニング材だといえます (図 21)。

有効性評価

有効性評価| 症19‐ l数 %

著効 792

有効 208

無効 0

亜
い

0

図18 ホワイトニングジェルに可視光線を照射する。

近藤 私もいろいろなホワイトニング材を

使つてきましたが、厚生労働省が認可してい

る製品の中で1回のオフィスホワイトニングで

このきれいさを出せるのは レィオン オフィ

スJしかないかなと感じていま視

中川 日本人の歯はエナメル質が薄く、ホ

ワイトニング材で知覚過敏が起きやすいと

いうことを聞いたことがありますが、過酸

化水素が低濃度というのは安心ですね。

ホームホワイトニングと

オフィスホワイトニングを使い分ける

中川 ところでホワイトニングを行うとき

に、オフィスとホームをどのように使い分け

していらつしゃいます力ヽ

千田 オフィスホワイトニングとホームホワイ

トニングの選択は、それぞれに特徴があり、ま

た患者さんのホワイトニングに対する知識や

経験、着色の状態や治療期間に対する希望

などもあるので一概には言えません。例えば

数日後に結婚式があり早く自くしてほしいと

いう患者さん、家族の前で毎日2時間もトレー

をはめていられないというこ高齢の患者さ

ん、かつてホームホワイトニングで続かなかっ

た経験を持つ患者さんなどにはオフィスホワ

「ティオン オフィス」の治験結果

処置前後の明度の変化

イトニングで一気に自くしてあげま視 ただ

し、治療期間の要望がない場合やホワイトニ

ングをある程度理解している患者さんには

ホームホワイトニングを勧めることが多いで

すね。ホームホワイトニングで少し時間をか

けたほうが透明感のある綺麗な自さになり

ますし、後戻りも少ないといわれていま硯

近藤 私なりに英語の比較級になぞらえて、

ホワイト、ホワイター、ホワイテストと3段階で

考えるのですが、べ=スラインよりも少しだけ

自くなればいいのであれば、オフィスホワイト

ニングだけでもいいのですが、ベストな状態

にしたければホームホワイトニングを中心に

オフィスホワイトニングをプラスして行うよう

にしています。実際、規定内14回のホームホ

ワイトニングだけでも相当な効果が出ま硯

しかし、本来は禁忌症になるようなテトラサ

イクリンのヘビーステインでも、3ヶ月くらい

努力すれば、ある程度の結果は残せま硯

田上 患者さんにホワイトニングを成功さ

せてあげるためのモチベーシ∃ンという意

味で、最初にオフィスホワイトニングを行

い、自くなる感動を与え、さらに自くしたい

という要望があればホームホワイトニング

ヘつないでいければ良いと思います。いず

概括安全度

概蒔 症例数 %

安全である 986

ほぼ安全である 1 14

安全性に問題がある 0

安全でない 0 00

力

‐６

‐４

‐２

‐０

８

６

４

２

０
-1 0 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

明度差

図21「新規オフィスホワイトニングシステム (NA/MoH_1｀ )を 用いた変色歯漂白法の臨床成績」(第 127回 日本歯科保存学会 東京医科歯科大学う蝕制御学分野 大槻、田上ら、愛知学

院大学保存修復学講座 Tll原、千田)よ り。明度差は、明るしⅥ順に並べたV TAPAN ClasScJシ エードガイドを用い測色した術前と術後のシェード差で評価した。「ティオンオフィスJよ、有

効で安全なオフィスホワイトニンク材としヽえる。

※ |「ティオンオフイスJ。

図19 術後。
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れの選択にしても、患者さんの希望や状況

を考慮しながらオフィスとホームを使い分

けたり、組み合わせたりすることでホワイト

ニングの成功率、患者さんの満足度は大い

に高まると思います (図 22)。

赤羽 私どもも先生方のお話をお聞きすれ

ばするほど、患者さんのさまざまなこ要望

があり、これらに対応するホワイトニングの

ために「ティオン オフィスJと「ティオン ホー

ムJの 2種類を開発した背景があります。

中川 ホワイトニングを成功させるために

は、患者さんが何を望んでいるかを的確に

把握し、治療方針や手技を選択することが

いかに重要かということがよくわかりまし

た。ところで、初めてホワイトニングをされ

る場合、どのようなケースから始めるのが

いいですか。

干田 黄ばみがかった着色はとてもきれい

になります。ただ、先ほど着色物質のところ

で出てきた灰色とかブルー系の変色はタフ

だと思います。初めての方が手を出さない

ほうがいい症例は、テトラサイクリンでノヾン

ディングのあるようなものです。このケース

は、理解をしていただける患者さんでない

と、それこそ途中で訴訟問題になりかねな

いと思います。

ホワイ トニングをきつかけに

患者さんとの良好な関係を築く

中川 ホワイトニングという言葉は一般化

しているにもかかわら,な かなか症例が

伸びないのが多くの開業医の実感だと思い

ホームホワイトニング

印象採得・トレー製作

鰊 躾

ま硯 患者さんへの紹介の仕方はどうした

らいいのでしょう力ヽ

近藤 ホワイトニングはドクターやスタッフ

ヘの信頼度の証だと思います。つまり、こ

れはケアの領域ですし完了したからといっ

て美しさが永久に持続するものでもない。

定期的なメインテナンスの中でタッチアッ

プすることが必要で現 要するに患者さん

との良好な信頼関係が築けていないと、な

かなか難しいのも事実です。

千田 それから、うちの病院などではホワ

イトニングコーデイネーターがいますから、

そのようなコーディネーターを中心に、患

者さんが遠慮せずに質問できる環境を整え

るのも大切です。

田上 患者さんはいろいろな情報を持つて

いますから、正しい知識、エビデンスを把握

したうえで分かりやすく説明できるように

歯科医院としての準備をしておくことが大

切です。「ティオン ホームJの患者説明用の

下敷きがありましたが、ホワイトニングで自

くなる理由や安全性がわかりやすく書いて

あり、患者さんへの説明には使いやすいで

すね。それから、今後はPMttCか らPCTC、

あるいはMIか らN、 Cという時代の流れに

なると思います。その時にホワイトニング

に限らず患者さん自身がカスタムトレーを

持つ時代になればいいなと思いま硯

中川 今まさに変革の時代で、臨床現場の

歯科医院も大きな変革を求められています。

そのようななかで、ジーシーがホワイトニン

グ材「ティオン ホーム」と「ティオン オフィ

ス」を登場させたのも、これまでの患者さ

んとの関係を見つめ直すうえでも大変意義

のあることだと感じました。本日は、千田先

生、田上先生、近藤先生、本当に貴重なお話

をありがとうこざいました。

オフィスホワイトニングとホームホワイトニングの使い分け

ホ」71雪しグ:1筋亀復9蓮蒙

来
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２
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ホームホワイトニング処置

簿I予憂亜I′壺 li憂菱磯 荘I壼面三狂憂亜菱I惨

ホワス 1'レ 処』 11印象採得 朴 レ 製作

ホームホワイトニンク処置

薔 そ

"磁

撤ガII変ま菫三,盈勃壼正三IIIIII磯
定期雙なチェックifツチアツプホワイli`7_____……‐‐―一一一‐===‐‐――|

Xl:行わないこともある

オフィスホワイトニングの流れ:・・  ホームホワイトニングの流れ: ・

図22 オフイスホワイトニングとホームホワイトニングの使い分け。それぞれのホワイトニング材の特長と患者さんの要

望や状況を考慮して選択する。
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