
Fス ーパーボンド」の接着機構を応用した

接着充填材「ボンドフィルSBTM」
エナメル質 象牙質兼用のセルフエッチングプライマー「ティースプライマーJとの併用で、簡単に確実な接着が可能です。
適度な柔軟性と耐摩耗性により、光重合型コンポジットレジンでは修復の難しい症例にも適用可能です。

優れた接着性
「スーバーボンドJで実証された接着性を発揮 !

重合開始斉J「 TBB」 の特性
重合開始斉J「TBB」 により、空気や水の存在下でも高しヽ接着性と辺縁封鎖性を発揮します。
照射光が届きにくしヽ症例においても確実に硬化する、化学重合型充填材です。

「テイースプライマー」の特長
鰺エナメル質 象牙質兼用のセルフエッチングプライマー

⑬当社エッチング材と同等の性能を発揮し、確実に接着 (ボンディンク材不要)

艤水洗が不要で、エアーブローの強弱や処理時間による影響を受けにくい  表微小引張接着強さ

lΥ■‐ |=

´  務

エアーブローティースプライマー塗布

柔軟性

適用部位 前処理材 接着強さ

エナメル質
ティースプライマー 22MPa

表画処理材高l.A度 レッド 28MPa

象 牙 質
テイースプライマー 34MPa

表画処理材高粘度グリーン ЭフMPa

しなやかな硬化体特性
複雑な応力が加わる部位への適用においても、適度な柔軟性により、レジンの脱離や破折を防ざます。

3点 曲げ試験
ボンドフィルSB 当社アクリリレレジン 当社フロアブルレジン

表 最大曲げ強さ

ボンドフィルSB 66MPa

当社アクリルレジン 60MPa

当社フロアブルレジン ]15MPa

ボンドフィルSBは従来のアクリルレジンと同様の柔軟性に優れた特性を持つています。



光重合型コンポジウトレジンでは対応し

「テイースプライマーJを使用した操作ステップ

●切端咬耗部の充填

ティースプライマーの塗布 乾燥

象牙質

Iナメル質
約20秒

歯質表面にたつぶり塗布し 歯面が

約20秒 間乾かない様に保つ。その

後エアーブローする。

充填・築盛 形態修正 研磨

2～ 3,商 約5分

筆積法で採取したレジンビーズを筆

先で充填 築盛する。

X37℃

レジンの硬化後 形態修正 研磨す

る。(仕上げの目安 :約 10分 )

歯頸部の充填 ●歯質くさび状欠損部の充填

咬合圧による側方応力が加わる歯頸部

の充填には、適度な柔軟性を有したボン

ドフィルSBを使用することで、充填物の

脱落や破折を予防できます。

舞|ン]
こ  ●  11

ボンドフィルSBを充填

ヽ
ア

1456に くさOl犬欠損を認める

●歯頸部う蝕の充填

形態修正 石汗磨

「

　

　

―

．．嗜

壌町二
形態修正 研磨

4]に歯頸部う蝕を認める

修復物の接着 ●保持形態のとりにくい修復物の再装着

金属面にV―プライマー処理後

ボンドフィルSBで再装着

ヒインレーの月党離



れない症例におすすめ |

「エッチング材Jを使用した操作ステップ ‡

●初期う蝕小高裂溝填塞

2-3,商 約5分

歯質表面に塗布し 通法に従い 水

洗した後 エアーブローする。

筆積法で採取したレジンピーズを筆

先で充填 築盛する。

X小日裂肩封鎖および初期う蝕小高裂湾
填富には2清

米371_

レジンの硬化後 形態修正 研磨す

る。(仕上げの目安 :約 10分 )

歯面清掃 エツチング材の塗布 水洗.乾燥

象牙質 5～ 10秒

エナメル質 30～60秒 30予´

充填 築盛 形態修正 研磨

臼歯部咬合面の充填 ●自歯部咬合面の充填

日歯部の咬耗には適度な耐摩耗性を有

したボンドフィルSBを使用することで、

対合歯の摩耗を防ざます。

また歯質及び金属等への高い接着1生 に

より様々な充填に適用できます。

g接着ブリッジの咬頭部に
咬耗と二次う蝕を認める

0パ ッチ 充 填  化学重合型レジンなので光の届きにくい高洞でも確実に硬化します.

形態修正 研磨

日に咬合面咬耗を認める

修復物の補修 ●前装部のリペア

金属や陶材に対する高い接着性と適度

な柔軟性により、陶材やレジン前装部

破折の補4,などに適してしヽます。

L2前装プリッジボンティック部
の破折

被着面処理後
ボンドフィルSBで補修
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筆積法で簡単充填
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合技術
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0ボンドフィルSB充填部位を補修する際

は、前処理材不要で追加築盛が容易
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筆の浸漬と粉材の採取

活性IL液け:「製 .‐ 3分以内に使用

してくださし).

]2-30枚 刃程度の
タイプ

●■

おすすめの研磨方法

研 瓢

OR響
スーll―フアインタイブ

:ilし t,て

コンポジツト仕上 ナ用
薄色タイプ

研磨の種類    :

「切削」は刃物でレジンを 「研肖1」 まi氏石でレジンを

削り取る方法で 平滑な 削る方法で 砂tの粒度

面か得らlnゃ すし、    で仕上げ画が実なる.

-1'崎 に ′ヽ一 |ま 切肖二員
・

ポイント |ま研削工具に分類される.

適度は繭1摩轟

ナノテクノロジーを取り入れた「反応性有機質複合フィラー」を配合す

ることで、アクリルレジンのしなやかな特性を失うことなく、適度な耐摩

耗性を実現しました。対合歯の摩耗も防ぐ、歯にやさしい充填材です。

反応性有機質複合フィラー採用

プ 為1
「TBBJを 主成分とした重合開

始剤です。

液 オ́
「4‐META/MMA」 を主成分と

したボンドフィルSB専用の液材

です。

l lj 材
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`ミ
ティア

`●「PMMAJを主成分と

したボンドフィルSB専

用の粉材です。
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