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バイトアイ／ジーシー

クリアフィル ユニバーサルボンド

＜歯接触分析装置＞

Quick & DC アクティベーター
／クラレノリタケデンタル

-

GUM Pro’s デンタルリンス
／サンスター
＜液体ハミガキ＞

＜歯科象牙質接着材＞

ジーシーから発売された“バイトアイ”は、
咬合接触状態を解析し、可視化・数値化す
る歯接触分析装置です。アイコンをワンク
リックして咬合採得した印象体を撮影。咬
合接触の結果に応じて、色と面積・点数で
表示します。経過による変化も客観的に把
握することができます。

-

【特徴】
●咬合採得した印象体を上部照明と下部照
明からそれぞれ撮影。光の透過率から接
触部位及び印象体の厚みを解析し、面像
を合成して表示します。
●バイトアイに最適化された付加型シリコ
ーンとワックスの 2 種類の咬合接触検査
材から、特性に応じて選べます。
●咬合接触部位を印象体の厚みに応じて色
分けし表示することにより、咬合接触状
態を一目で明確かつ詳細に把握すること
ができます。領域の指定や着色範囲の変
更なども簡単に切り替えが可能です。
●Windows PC との接続システムにより、
データの閲覧・管理が容易です。プレゼ
ン資料作成にも便利な画像キャプチャ機
能を装備。
●登録患者を選択した状態で、連続撮影や
複数データの参照・比較が可能です。
標準価格＝本体一式 448,000 円

『 エステライト ユニバーサルフロー 』
＜ トクヤマデンタル ＞

クラレノリタケデンタルより、歯科用象牙
質接着材“クリアフィルユニバーサルボン
ド Quick”と“クリアフィル DC アクティ
ベーター”が発売されました。親水性アミ
ド系モノマーを新たに採用し、独自のリン
酸エステル系モノマー「MDP」
・高活性重
合触媒と組み合わせる技術を開発。この技
術により、ボンド塗布後の待ち時間なしで
乾燥・光照射が可能でありながら、
「クリ
アフィルメガボンド」に近似した象牙質接
着を実現しました。また、ボンドの重合硬
化性がさらに向上し、吸水率が従来品と比
較し半分以下で、長期的な接着耐久性が期
待できます。
【特徴】
●CR 充填修復・支台築造はもちろん、セ
メント接着時の歯面処理等に、1 本のボ
トルのみで使用できます。
●塗布後の待ち時間なしにより、処置時間
がさらに短縮されるので、特に唾液の多
い下顎部や、長時間開口が困難な小児・
高齢者の症例等でスムーズな治療が行
えます。
●DC アクティベーターは、ユニバーサル
ボンド Quick やメガボンド 2 ボンドと
混和することで化学重合します。
標準価格＝
Quick 単品（5.6ml）
13,400 円
DC アクティベーター（4ml）5,300 円

サンスターから好評発売の歯周病予防用
デンタルリンスが、歯科医院向けにデザイ
ンを一新し、新たに“GUM Pro’s デンタ
ルリンス”としてリニューアル発売されま
した。塩化セチルピリジウム（CPC）と塩
化ベンザルコニウム（BKC）の 2 つの殺
菌剤で歯周病の原因菌を殺菌し、さらに炎
症を防いで歯周病（歯肉炎、歯周炎）を効
果的に予防します。健全な方から歯肉の弱
っている方まで使える「レギュラータイ
プ」と、歯肉が弱っている方に刺激の少な
い「ノンアルコールタイプ」をラインナッ
プ。
【特徴】
●薬用成分 CPC（塩化セチルピリジウム）
+ BKC（塩化ベンザルコニウム）により、
歯周病菌を殺菌し、歯の残がい（LPS）
まで吸着除去します。
●薬用成分 GK2（グリチルリチン酸ジカリ
ウム）により、ハグキの炎症を防ぎます。
患者参考価格＝各 500ml 入
1 本 700 円（税抜）
※12 月 20 日迄、ミニサンプル付き
キャンペーン実施中！

流動性の異なる 3 種類のフロアブルコンポジットレジン！
今回ご紹介させて頂く商品は、㈱トクヤマデンタルより発売されている『エステライト
ユニバーサルフロー』です。この商品は、操作性・審美性を兼ね備えあらゆる症例に対応
したフロアブルコンポジットレジンです。特徴としましては、高い光拡散効果により周囲
の歯質の色調になじみやすい色調適合性、スープラナノ球状フィラー配合の為、研磨性・
光沢の持続性を有し、操作性に優れ押し出し感やペーストの切れも従来品から改善されて
いる。以上の様々な特性を持った商品となっております。
ご使用中の医院様では、
「確かに従来品に比べシリンジの押し出し感が改善されている
ね。
」とのお声も頂いております。なお、10 月 21 日から新発売キャンペーンも始まって
おりますのでこの機会に是非お試しください。
久留米店 営業二課 田邉 貴裕

標準価格＝1.8ml（3.0g）シリンジ 4,500 円
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★今週の新刊

『 歯内療法の三種の神器 』

『 垂直性骨欠損への対応 』

～すぐに役立つ世界標準のテクニック&最新トレンド～

～歯周治療成功が見えてくる～

歯内療法の「三種の神器」といわれる「マイクロ
スコープ」
、
「NiTi ファイル」
、
「歯科用 CBCT」
。
これらを使いこなすことにより、再治療などの頻
度を格段に抑えられる。本書はこれら三種の神器
以外にも、歯内療法における世界標準のテクニッ
クや最新のトレンドについて、各分野の第一人者
がメリット・デメリット、使用時の「＋α」のポ
イントなどを余すところなく解説した一冊。

歯周病が進むと、ほとんどの症例で見られる垂直
性骨欠損。失われた骨の回復は、まずは的確な診
断、そして症例に応じてベストな処置法を選択す
る判断力が問われます。本書では、初心者から歯
周病専門医まで幅広く役立つ、垂直性骨欠損のメ
カニズムの解明と、歯を残すための対応を詳細に
解説した一冊。
●編集＝和泉 雄一／二階堂 雅彦
●出版＝医学情報社
●価格＝6,000 円＋税

●編著＝北村 和夫
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝8,０00 円＋税
月刊 デンタルハイジーン別冊

『 歯科衛生士のためのペリオドントロジー 』
～知っておきたい 40 のポイント～

歯周治療の裏づけとなる「歯周病学（ペリオドン
トロジー）
」を、いまさら聞けない基礎知識から
臨床にまつわるエビデンス・テクニックまで、豊
富な症例とともに解説。歯周治療を成功に導くた
めに知っておきたい40のポイントをビジュアル
に解説した一冊。
●編著＝伊藤 中／岡 賢二
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,300 円＋税

『 今日から実践 包括的審美歯科技工 』
～機能的咬合面形態とポーセレンレイヤリング～

ラボサイドがチェアサイドをサポートするヒン
トを凝縮し、審美修復テクニックとそのために知
っておきたい基礎知識を合わせて解説！また、咀
嚼運動に調和した機能的咬合面形態とポーセレ
ンレイヤリングをわかりやすく供覧し、長期に安
定した審美的な修復物を製作するためのエッセ
ンス満載の一冊。
●著 ＝増田 長次郎
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,000 円＋税

『 災害と身元確認
ＩCT 時代の歯科情報による個人識別 』

『 歯が割れてもあきらめないで！ 』
～「歯根破折」で歯を失いたくないと思ったら読む本～

身元確認作業の具体的な流れ（ワークフロー）に
ついて、各地域で起こりうる災害等の大規模身元
確認に備えるための情報を提示し、また、歯科医
師による歯科記録の採取（デンタルチャート、口
腔内写真、歯科エックス線画像等）についても解
説。将来の災害に備えるために、身元確認作業全
体のシステム化に向けた具体的な方法論が満載。

患者さんに歯根破折で抜歯とならないための 3
つの秘訣「歯髄を取らない」
「保険にこだわらな
い最適な治療を選ぶ」
「早期のひびのうちに発見
すること」についてわかりやすく解説し、歯根破
折の診断で抜歯といわれた歯でも、状態・状況に
よっては保存の可能性があることを理解いただ
ける書。

●著 ＝江澤 庸博／青木 孝文
柏崎 潤／小菅 栄子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,800 円＋税

●著 ＝眞坂 信夫／眞坂 こづえ
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,400 円＋税

『上手に食べるために③ 』
～摂食機能にあわせた食事と栄養のヒント～

乳幼児の保育・食支援・口腔成育にかかわる専門
家ばかりでなく、お母さんに役立つことを第一に
考えて執筆。わかりやすいイラストを多用し、や
さしい言葉で解説。
「自分の子どもに合った食事
の作り方がわからない」というお母さんたちの悩
みに答える一冊。
●編著＝田村 文誉／水上 美樹
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,000 円

発行：株式会社 UK デンタル
熊本・鹿児島・久留米・福岡・長崎・宮崎・大分

『 お口からはじめましょう からだの健康 』
お口の健康とからだの健康の関係、かみ合わせと
からだの健康、自らの歯で食べることで健康を保
つこと、歯医者さんとの良好な関係を保つこと、
将来の歯科医療についてなど、この一冊で理解が
深まります。
●編 ＝日本歯科医学会
総会記念誌編集委員会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,000 円
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