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ペリフィット／亀水化学
＜床辺縁延長 兼 動的リライニング材＞

バイオクリアー ダイヤモンド
ウェッジ／モリムラ

バルセオ／アイキャスト
＜歯科用 3D プリンター＞

＜歯科用ウェッジ ＞
-

￥

-

総義歯難症例に！ティッシュコン感覚で、
床辺縁と粘膜面を同時に改善する床辺縁
延長兼動的リライニング材“ペリフィッ
ト”が亀水化学から発売されました。はじ
めはティッシュコンのように軟らかく、翌
日から徐々に硬化を開始する動的リライ
ニング材です。また、付属のシリンジを使
用することで、床の延長・封鎖が可能です。

モリムラから発売された“バイオクリアー
ダイヤモンドウェッジ”は、歯間部に容易
に挿入することができ、隣接面の解剖学的
形態に適合する精巧な歯科用ウェッジで
す。先端部のダイヤモンドカットにより、
歯間部への挿入時に効果的に閉じ、挿入後
はウェッジが開放して歯間乳頭を傷つける
ことなく、隣接面に密着して、抜けを防止
します。

【特徴】
●専用のシリンジを用いて、指先で床辺縁
の概形成ができ、床辺縁の延長が可能で
す。
●機能印象による床の裏装が可能で、はじ
めティッシュコンのように軟らかいので
痛みが少なく、装着にも慣れやすいリラ
イニング材です。また、装着の翌日から
徐々に硬化を始めます。
●最終的には常温重合レジンよりも少し
軟らかい程度まで硬くなります。
●軟質の期間が短いので表面荒れを防ぎ、
耐久性の向上が得られます。
●色調は、ピンク、ライブピンク（繊維入
り）の 2 色をラインナップ。
●内容量は粉 70g、液 50ml で、上下総
義歯でおよそ 8 組、合計 16 床分に相当
します。

【特徴】
●ウェッジが隣接面に密着するため、余剰
コンポジットレジンの流れを抑制し、コ
ンポジットレジン修復後の形態修正等を
短縮することができます。
●独自のフィンガーフレックスにより、セ
クショナルリングの把持脚を容易に装着
することができます。
●グリップハンドル部は、ウェッジ装着お
よび除去の際に、把持しやすい設計が施
されています。
●ファーカルフレア（フレア状の分岐部）
は、深部カリエスの隣接面深部に適合す
る設計です。
（ディープカリエスのみ）
●弾性があり、強い歯間分離力を維持しま
す。

標準価格＝セット 19,800 円
※新発売を記念して 20%増量キャンペー
ン実施中！

『 ビトリファイドダイヤ 』
＜ 松風 ＞

標準価格＝
FG 用・CA 用（3 本入） 2,900 円
HP 用（2 本入）2,900 円～4,500 円
HP 用（3 本入）2,900 円～4,500 円

標準価格＝
イントロキット（各８個入） 4,800 円
アソートキット（各 16 個入） 9,500 円
単品（50 個入）
6,500 円

アイキャストから発売された“バルセオ”
は技工を熟知したドイツ BEGO 社が自社
開発した３D プリンターです。手作業でし
か作ることができなかった技工物をデジタ
ルデータから簡単に出力できるようになり
ます。バルセオは簡便に最適な技工物を出
力する事を前提に開発されており、①必要
のない設定の排除、②材料交換のしやすさ、
③材料の管理方法など、技工所で仕組み化
しやすい製品設計になっています。
【特徴】
●キャスト用、トレー用、スプリント用、
サージカルガイド用など技工物専用の樹
脂と専用の設定により、不必要に広い選
択肢を排除し最適な精度と時間で出力が
可能です。
●カートリッジ式を採用しており、光硬化
樹脂特有の交換と管理の手間を一気に解
決します。
●STL 形式のデータであれば出力が可能
なので、ほとんどのスキャナーCAD に
対応できます。

標準価格＝本体一式 4,950,000 円

発熱が少なくスムーズに削れる研削材！
今回ご紹介させていただく製品は、㈱松風より発売されている形態修整用ダイヤモンド研削
材『ビトリファイドダイヤ』です。
本製品は、ジルコニアやプレスセラミック（ニケイ酸リチウム）のような硬い材料に対応す
るため、ビトリファイドダイヤにはカーボランダムポイントよりも耐久性の高いガラスバイン
ダーを使用しています。また、ビトリファイドダイヤは微細なダイヤモンド砥粒が高密度に充
填されています。ひとつひとつの砥粒が切れ刃として働き、１回転あたりのダイヤモンド砥粒
の接触回数が多いため、すぐれた研削力を発揮します。さらに、ダイヤモンド砥粒がポイント
の中心部まで充填されているので研削力が最後まで持続されます。８形態をラインナップし、
さまざまな用途に対応でき、FG タイプもラインナップされ、口腔内や増速コントラでも使用
可能となりました。是非この機会にご検討下さい。詳しい内容につきましては、弊社営業担当
者までお尋ね下さい。
福岡店 営業一課 橋口 知明
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★今週の新刊

『 薬剤・ビスフォスフォネート関連顎骨壊死
MRONJ・BRONJ 』
～最新 米国口腔顎顔面外科学会と
本邦の予防・診断・治療の指針～

『 セルフケアのための歯磨剤ガイド 第 2 版 』
～どの成分が 何に効くの？～

2014 年夏、米国口腔顎顔面外科学会が最新の
「ビスフォスフォネート関連顎骨壊死」
（BRONJ）のポジションペーパーを発表し、
「薬
剤関連顎骨壊死」
（MRONJ）に名称を変更する
など対応の指針を示し、本書はこの訳に加え、ア
ップデートな本邦のデータも集約した一冊。

2011 年に刊行された『歯磨剤ガイド』の改訂
版。より見やすさ、使いやすさを念頭に、内容を
5 つに分け、歯磨剤について日ごろ気になってい
る情報がすぐに読める構成に改訂。初版同様、ど
の成分が何に有効なのかをフローチャートで示
し、イラストを交えながら解説した書。

●著 ＝柴原 孝彦／岸本 裕充
矢郷 香／野村 武史
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,000 円＋税

●監修＝伊藤 春生
●編 ＝歯磨剤研究会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,800 円＋税

別冊 QDＩ

『 インプラントの長期予後確立に向けた治療戦略 』
～オッセオインテグレイション・スタディクラブ
・オブ・ジャパン 14th ミーティング抄録集～

2015 年７月に開催された OJ 年次ミーティン
グの抄録集。今回は、インプラント治療の信頼性・
必然性をテーマに、日本を代表する臨床医が長期
症例や最新テクノロジーを紹介した ２つのシン
ポジウムを掲載。現在のインプラント治療の重要
トピックスを集約した一冊。
●監修＝水上 哲也
●編＝牧草一人／小川洋一／勝山英明
鈴木健造／林美穂／日高豊彦／松井徳雄
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝4,800 円＋税
『 みんなで作ろう！歯科医院マニュアル 』
～ぶれないスタッフ教育をめざして～

院内の意思統一から実際の作成手順、医院への落
とし込み、更新の仕方に至るまで、マニュアルに
関する一連の流れを網羅。また、全国の歯科医院
における活用事例も多数紹介した書。マニュアル
は歯科医院経営の羅針盤！
●監修＝MＩD-G
●編著＝荒井 昌海
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,200 円＋税

楽しいイラストで読み聞かせに最適な幼児向け
「クイントはみがきえほん」の新装版。本書はそ
のセカンドステップ、2 歳から４歳の子どもが対
象で、
「まねっこ」をして少しずつ歯みがきを体
験するキャラクターの様子が、楽しいイラストで
表現されている。子どもの健やかな成長と歯みが
きの大切さが伝わる絵本。
●監修＝丸森 賢二
●文・絵＝北村 治
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝750 円＋税
『 はじめる・深める MFT
お口の筋トレ実践ガイド 』
月刊誌『DHstyle』の人気連載「歯科衛生士とし
て知っておきたい口腔筋機能療法 はじめる・深
める MFT」が、症例編や Q&A など大幅加筆し
待望の書籍化。MFT を学ぶはじめの一歩として、
MFT に関する知識の整理としてオススメの一
冊。
●編集＝山口 秀晴／大野 粛英／橋本 律子
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,000 円＋税

『 パーシャルデンチャー活用力 』
～ライフコースに沿った基本から使いこなしまで～

本書は、パーシャルの 1500 症例から治療のあ
る一側面にテーマを持った症例をピックアップ
し、それぞれの治療のポイントの解説、および詳
細解説では別症例の説明を丁寧に解説。日常臨床
においてディシジョンメイキングに迷う場面で
パーシャルデンチャーの「活用力」を様々な場面
で便利に活用する力が身につく一冊。
●著 ＝和田淳一郎／高市 敦士／若林 則幸
●出版＝医歯薬出版
●価格＝8,000 円＋税

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

『 新装版 クイントはみがきえほん＜Ⅱ＞
まねっこ しましょ 』

日本摂食嚥下リハビリテーション学会 e ラーニング対応

『 第 3 分野 摂食嚥下障害の評価 Ver.2』
インターネット学習システム（e ラーニング）の
カリキュラムによる学習をサポートするための
内容で、2015 年 4 月のコンテンツ刷新にとも
ない改版。摂食嚥下機能の評価とそのポイントを
簡潔にわかりやすく解説した書。
●編 ＝日本摂食嚥下
リハビリテーション学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,000 円＋税
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