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特別座談会

これからの幅広い臨床に活かせる
New スタンダードなレジンセメント
〜簡単ステップで根管内に直接注入しやすい〜

今回は、臨床・教育・講演でご活躍中の、
本多 正明 先生（S.J.C.D.インターナショナル副会長）
松川 敏久 先生（大阪S.J.C.D.会長）、
そして接着の専門家として大阪歯科大学から、
吉川 一志 先生（歯科保存学講座准教授）をお迎えして、
製品に対するご意見、レジンセメントを使用した臨床の
課題やその解決法などについて
更に、コア用にご使用になったご感想などをお伺いしてみました。
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■リライエックス ™ ユニセム 2 オートミックスご購入者からの評価
※1 高い評価をいただいています。
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Shear bond strength test of selfcured specimen after
5000 thermocycles.3M ESPE internal data.

■pH値の変化

Shear bond strength (Light cured) after 24h and thermocycling
(6-60℃/15s dwell time/1000cycles).
S Singhal, J Burgess, D Cakir et al. Birmingham,
AL, USA. IADR 2010 #139456

※3 リライエックス™ ユニセム 2 オートミックスの反応基は、練和直後は酸性だが
硬化が進むと速やかに中性に変化。
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これからの幅広い臨床に活かせる
New スタンダードなレジンセメント

先生方によるスペシャルインフォメーションを動画でご覧いただけます。

〜簡単ステップで根管内に注入しやすい〜

術後疼痛がないのは、

細いチップと親水性で、

安心感につながる

根管内に使いやすい

くなるので、歯根破折の心配も減ります」
吉川「たしかに前処理をするタイプだと、根
管内でキチンと先の方まで処理ができてい

−今の吉川先生のお話にもありました

−それでは最後に、エンド用チップを使

るのか、という点も不安ですよね。もう一つ

が、本多先生、松川先生、術後疼痛につい

った根管内への直接注入はいかがでしょう？

は、光重合だけのタイプだとしっかり奥まで

てはいかがでしょう？

本多「このチップは使いやすいですね。※5

光が届いているのかという点も心配です。

本多「私はこの製品を歯髄に近いインレー

これを使って奥からスーッと引いてくると、

また、これはコアに限らないのですが、リラ

などにも使っていますけど、使い始めてか

先端までしっかり注入できている感じがしま

イエックス™ ユニセム 2 オートミックス 歯

ら患者さんが痛みを訴えたことはないです

す。私は、今までのレジンセメントは前処理

科接着用レジンセメントは、水中でも固まる

ね。昔ポーセレン・インレーをやり始めた頃
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根管内にプライマー等を使うので浮き上が

潤下の接着になりやすい根管内では有利

松川「私も、患者さんに『痛い』
と言われて

りが不安でしたし、ペーパーポイントを使っ

な点ですね」※6

すぐ外したことがありますが、この製品で

ても太さの調節が難しく、きちんと乾燥する
−本日はお忙しいところを大変貴重なお

術後疼痛が出たことはないですね。疼痛は

方法が見つからなかった。この製品ならそう

、テクニカルな問題以前に、患者さんにと

いう心配が無いので安心して使えます」

って直接的な痛みという大きな問題につな

松川「このチップが細いところがいいです

がりますから、それがないのは私たちにとっ

ね。奥まできちんと届く感じがします。また、

ても安心感につながります」

根管形成も、必要以上に太くする必要もな

■術後疼痛の発生率が低い
※4 リライエックス™ ユニセム 2 オートミックスの症例1,593例のうち、
術後疼痛が発生したのはわずかに4例（0.25%)

樹脂製の根管模型にファイバーポストを挿入した試験

従来方法

リライエックス™
ユニセム 2
オートミックス使用

気泡
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■根管内への注入比較

話をいただき、誠にありがとうございました。

気泡

断面図

ファイバーポスト

断面図

ファイバーポスト

R.Watzke,M.Naumann:Homogeneity, Brisbane, Australia.

■リライエックス™ ユニセム 2
エンド用チップ セメント用
0.25% post-operative sensitivites reported.
source:Baseline report, May 2010,Dr.A.Syrek

※5 根管内への直接填入が容易に

■親水性から疎水性に変化する

※6 前処理なしで、湿潤下の接着が可能

塗布直後は

硬化後は

疎水性

親水性

硬化
● 歯質となじむので強く接着できます。
● 根管内、臼歯部の湿潤環境でも接着できます。
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● 水分の影響を受けないので安定し
長期の耐久性に優れます。

