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図4　ポリマー粉末の種類による接着強さ。
各ポリマー粉末間に有意差は無い。（提供：サ
ンメディカル株式会社）

図1　スーパーボンドEX ユニバーサルセット

図5　ポリマー粉末の種類による被膜厚さ。
各ポリマー粉末間に有意差は無い。（提供：サ
ンメディカル株式会社）

図2　スーパーボンドEXのポリマー粉末。左
から順に「EXクリア」、「EXティースカラー」、
「EXラジオペーク」。

図6　60代女性 初診時。₆は不適合なイン
レー、₇は歯髄腔に近接する二次カリエスが
見受けられる。

図3　モノマー液比と温度による操作時間の
変化。化学重合レジンであるため操作環境温
度に依存する。（提供：サンメディカル株式会
社）
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はじめに

　40年もの長い歴史と信頼、そして臨
床実績を持つ「スーパーボンド」（以下、

SB）の新しい選択肢「スーパーボンド

EX」（以下、SBEX）（図1）が発売され
てから1年が経過した。筆者はその発売
当初からSBEXを使い始め、現在ではほ
とんどの症例でSBEXを選択している。
　SBEXはSBと同じく2種類の使用方法
があり、被着面が狭い場合には「筆積
法」、広い場合には「混和法」が適してい
ると考えている。「筆積法」とは筆にモ
ノマー液を吸い込ませ、ポリマー粉末
を採取する方法で、動揺歯固定やブラ
ケット装着などに用いられ、もう一方

の「混和法」は、モノマー液、キャタ
リストV、ポリマー粉末を混ぜ合わせて
接着に使用する方法で、補綴物装着な
どに用いられている。
　今回は、新旧ポリマー粉末との比較
も踏まえ、どのようなことに注意し、
どのような場面で「混和法」を使用す
るのかを2つの症例で供覧したい。

各ポリマー粉末の特長と混和
法について
　現在、ポリマー粉末はSBEXも含める
と14種類がラインナップされており、
以下のように大きく4タイプに分類する
ことができる。
① ノーマルタイプポリマー粉末

　発売初期から継続して販売されてい
るポリマー粉末で、「クリア」や「ラジ
オペーク」などの全6種類がラインナッ
プされている。23℃環境で混和した場
合に40秒程度で粘度が上がり、操作の
難易度が高いポリマー粉末である。
　ダッペンディッシュを冷却し約16℃
の環境下で混和した場合、70秒程度の
操作時間※が確保できる。混和法使用時
は冷却環境下で使用することが前提と
なるため、現在筆者は混和法では使用
していない。
※粉液を混和後、接着に使用できる時間

② 筆積法専用ポリマー粉末
　「筆積クリア」、「筆積F3」の2種類が
発売されており、「筆積F3」はラインナッ

スーパーボンドEX
「混和法」の使いどころ
～様々なポリマー粉末の特性から考える～
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図10　 2週間後、₇は症状がないことを確認
したうえで、それぞれの補綴物に合わせた窩
洞を形成した。

図7　₇の窩洞は、浸潤麻酔後にカリエスを
除去している途中で歯髄腔に達した。

図11　₆は二ケイ酸リチウムのアンレー（右）、
₇はPGA合金のアンレー（左）を製作し、被
着面はM&Cプライマーで処理した。

図8　カリエスを全て除去後、出血のない歯
髄を除去し、鮮血が見られた後に止血しスー
パーMTAペーストを用いてVPTを行った。

図12　歯面処理。インレー、アンレーでは辺
縁のエナメル質に対して強固な接着を得るた
め、表面処理材レッドにてセレクティブエッ
チングを行う。

図9　VPT後のデンタルX線写真。スーパー
MTAペーストの上はスーパーボンド（クリ
ア）でシーリングした。
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プで唯一のフッ化ナトリウム配合ポリ
マー粉末である。筆積法での使いやす
さに特化した設計であるため、混和法
で使用することは想定されていない。
③ 混和法専用ポリマー粉末
　「混和クリア」、「混和ティースカ
ラー」、「混和ラジオペーク」の3種類
がラインナップされており、製品名の
とおり混和法に特化した設計である。
ポリマー粉末の粒子径や形状をコント
ロールすることで、23℃環境で混和し
た場合の操作時間を120秒程度まで長
くしている。混和泥は液状が長く続く
設計なので「スーパーボンド マイクロ
シリンジ」が使用できる。ポストコア
装着時にポスト窩洞先端まで混和泥を
しっかり流し込みたい場合、ロングス
パンの補綴装置装着など余裕のある操
作時間が必要な場合に現在でも選択し
ているポリマー粉末である。
④ EXポリマー粉末
　一つのポリマー粉末で筆積法・混和
法どちらでも使用しやすいように設計
されたサンメディカル社最新のポリ
マー粉末で「EXクリア」、「EXティース
カラー」、「EXラジオペーク」の3種類
（図2）がラインナップされている。筆

積法時の操作性はノーマルタイプのポ
リマー粉末よりも優れ、歯面に塗布し
た際に垂れ落ちにくい粘りがある。混
和法時は、23℃環境では30秒程度で性
状が液状からゆるい泥状に変化し、そ
の状態が長く続くことが最大の特長で
ある。具体的には混和泥が歯肉溝や遠
心側に流れていってしまうことが少な
く、余剰セメントの除去性が大幅に向
上している。操作時間は23℃で80秒程
度確保されている（図3）。
　上記のポリマー粉末は全て主成分が

PMMAであるため、混和法での使用時
はMMA/PMMAレジンが持つ根本的な
特性を有している。つまり操作環境温
度が高いと重合・硬化が早まり、ある
程度粉と液の比率を変更しても機械的
物性はあまり変化せず、接着強さも変
わらない。
　それらを踏まえると混和法で使用す
るポイントは、

1. 操作時間を安定させるため操作環境
温度を25℃以下にする。モノマー液や
陶製のダッペンディッシュを事前に冷
却する、ミキシングステーションを併
用するといった手段でも良い。

2. 操作環境温度が25℃以下にできない

場合には、モノマー液：ポリマー粉末
の比率を変更し、モノマー液を1滴増や
す（5滴）ことで標準よりも長い操作時
間を確保できる。
　ただし6滴になると硬化時間が大幅に
長くなるため、注意が必要である。ま
た、ポリマー粉末の量を減らして操作
時間を延長することも可能で、計量ス
プーンSmallを使用することでポリマー
粉末の量を75%に減らすことができる。
このようなテクニックを使用すること
で、安定して混和法を行うことが可能
となる。過去にSBを混和法で使用して
補綴物が「浮いた」、「脱離した」経験
がある先生は、ご使用の環境が混和法
に適していなかったのではないかと推
察する。
　なお、SB、SBEXの接着強さや被膜
厚さは図4、5の通りである。
　上記の特性から総合的に考えると、

SBを混和法で使用する際に最も適して
いるのはSBEXではないだろうか。

症例

症例1（図6～19）
　₇の疼痛と₆の審美改善を主訴に来
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図16　補綴物を押さえながら、アルコール
ワッテを用いて余剰セメントを拭き取る。

図20　50代女性 初診時。図19　術後、デンタルX線写真。適合は良好
である。

図13　象牙質は表面処理材グリーンにてエッ
チングし、水洗・乾燥する。

図17　歯間部はフロスを用いるとよい。

図21　術前、咬合面観。臼歯部の咬合支持の
回復が急務であった。

図14　気泡の混入に気をつけながら混和し、
筆にて補綴物に塗布する。混和泥がゆるい泥
状なので、垂れることはなくスーパーボンド
EXを塗布しやすい。

図18　術後咬合面観。マイクロスコープで
マージンを確認しても浮き上がりは認められ
ず、余剰セメント除去は混和法専用ポリマー
粉末よりも容易だった。

図15　混和から80秒以内にセットを完了す
る。しっかりと圧接し、すぐに余剰セメント
除去操作に移る。
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院した60代女性。₆は不適合なイン
レー、₇は歯髄腔に近接する二次カリ
エスが見受けられた（図6）。₇は、浸
潤麻酔後にカリエスを除去している途
中で、窩洞が歯髄腔に達した（図7）。
　カリエスを全て除去後、出血のない
歯髄を除去し、鮮血が見られた後に止
血しスーパーMTAペースト（サンメ
ディカル）を用いて歯髄温存療法（VPT）
を行った。予め表面処理材グリーンを
用いて窩洞周辺の象牙質をエッチング
しておき、スーパーMTAペーストを貼
付後、すぐにSB（クリア）にてシール
した（図8、9）。
　2週間後、₇には打診を含めた症状が　
ないことを確認したうえで、それぞれの
補綴物に適した窩洞形成を行った（図

10）。₆にはキャスタブルタイプの二ケ
イ酸リチウム、₇にはPGA合金を用い
たアンレーを作製した（図11）。
　再来院時、仮封材除去後に接着操作
に入る。辺縁のエナメル質にはリン酸
エッチング（セレクティブエッチング）
を行うことでより高い接着効果を得ら
れる（図12、13）。
　EXティースカラーを標準比率よりも
少し少なく（計量スプーンSmall：標準
量の75%）混和する。室温が高いとき
は冷蔵庫で冷却しておいたモノマー液
を用いると操作時間に余裕が出る。
　EXポリマー粉末は、混和泥がゆる
い泥状になるため、筆積用のディスポ
チップやプラスチックスパチュラでも
混和・移送が可能である。補綴物に混

和泥を移送（図14）、装着時は全周か
ら混和泥が溢れていることを確認のう
え、しっかりと圧接する（図15）。
　余剰セメント除去のタイミングは他
のポリマー粉末と同様で、硬化する前
に補綴物を上からしっかりと押さえ
ながら、アルコールワッテ（図16）、
フロス（図17）、余剰セメント除去器
（YDM）などを用いる。大臼歯は余剰
セメント除去が非常に難しいが、混和
泥が遠心側に垂れたり、歯肉溝にも入
り込みにくいため、好んでSBEXの混和
法を適用している（図18、19）。
症例2（図20～30）
　咀嚼障害を主訴に来院した50代女性
（図20、21）。臼歯部咬合支持の再建の
ため、コーヌステレスコープ義歯を用
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図26　ロールワッテなどを用いてよく圧接す
る。その後、アルコールワッテを用いて余剰
セメントを除去する。

図23　₃のシングラムレスト、₄のコーヌス
テレスコープ内冠。

図29　術後、咬合面観。両側性のコーヌステ
レスコープ義歯が装着された。

図30　術後、デンタルX線写真。
適合は良好である。

図27　少し硬くなってきたら探針などを用い
て余剰セメントを除去する。

図24　内冠装着時、装着時間を確保するた
め、ポリマー粉末の量は標準比率の80％程度
とした。この程度ならポリマーの量を減らし
ても接着強さに変わりはない。

図28　両側内冠装着後の咬合面観。

図25　EXラジオペーク粉末を用いて内冠を
装着した。

図22　₄ ₃₄を内冠、₃をシングラムレスト
とするコーヌステレスコープ義歯を計画。内
冠製作用の分割復位式模型。
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いる治療計画を立てた。状態が良く保
存可能だった₄と₃₄を支台（内冠）、
₃は舌側のみを形成し3/4冠形態のシン
グラムレストとした。₆ ₆は口蓋根の
みを保存できたため、義歯の支持のた
めの根面板とした（図22、23）。
　本症例でも、十分な操作時間を確保
するため、標準比率よりもポリマー粉
末を少なく（80%程度）混和し（図

24）、さらに冷却したモノマー液を用い
ている。また、余剰セメントの除去は、
前症例と同じく、硬化する前に行う（図

25～27）。
　適合精度が最重要となるコーヌステ
レスコープ義歯の内冠装着時に内冠の
浮き上がりは許されない。そのため、
被膜厚さが薄い傾向にある混和法専用

ポリマー粉末を好んで用いていたが、
混和泥が液状に近い性状であることか
ら、余剰セメントの除去が非常に大変
であった。
　EXラジオペークは、混和法専用ポリ
マー粉末と有意差のない被膜厚さを有
しながら、余剰セメントの除去が容易
であり、本症例に適したポリマー粉末
ではないかと考える（図28～30）。

おわりに

　“接着といえばスーパーボンド”とま
で言わせる優れた接着材料は、正しい
使用方法や操作手順を守ることでその
性能を享受できる。
　その性能を享受するためには、「いざ

という時」だけではなく、日常的に使
用してこそ実現が可能であり、それが
材料の性能を最大限発揮することに繋
がると考えている。
　また、混和法を未体験の先生方には
是非一度、SBEXでの混和法をお試しい
ただきたい。混和法という操作方法を
習得することで、臨床の幅が大きく広
がるのではないだろうか。
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