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テルフィール／モリタ
＜吸収性歯科用骨再建インプラント材＞

ガッタコア ピンク
／デンツプライ三金

バリア A ローション
／日本歯科商社

＜歯科用根管充填固状材料＞

＜医療・福祉用ハンドローション＞
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オリンパスから販売されていた骨補填材
「オスフェリオン」が、ついに歯科用とし
て薬事承認を取得！この度、モリタより吸
収性歯科用骨再建インプラント材（β
-TCP）
“テルフィール”
（製造販売：オリ
ンパステルモバイオマテリアル）として発
売されました。生体適合性に優れ、骨欠損
部もしくは空隙部へ補填すると、徐々に吸
収され、補填部に新しく骨が形成されます。
【特徴】
●組成は、高純度の国産β-リン酸三カルシ
ウム（β-TCP、Ca3(PO4)2）からなる
白色の多孔質顆粒です。
●顆粒内部に約 50%のミクロ（気孔径 10
μm 以下）の連通気孔を有しており、表
面積が広く、細胞侵入を促す液性成分が
染み込みやすくなっています。
●気孔率は、77.5±4.5%（顆粒体加工前）
●3 種類の顆粒径（S サイズ：0.15～
0.5mm、M サイズ：0.5～1.0mm、L
サイズ：1.0～2.0mm）をラインナップ。
●S／M サイズは 0.5cc、L サイズは
1.0cc が個包装になっており、無駄が省
けます。
標準価格＝
S サイズ（0.5cc×4 入）29,800 円
M サイズ（0.5cc×4 入）29,800 円
L サイズ（1.0cc×4 入）59,600 円
※尚、京セラメディカルより同製品「製品
名“オスフィール”
」も同時発売されてお
ります。

デンツプライ三金より、サーマフィルの後
継製品となる新たな歯科用根管充填固状
材料“ガッタコアピンク”が発売されまし
た。硬度があり加温しても溶けにくいガッ
タパーチャを内側のコア部に採用し、その
外側に加温すると溶けるガッタパーチャ
を採用することで、100%ガッタパーチャ
での 3 次元的な根管充填が可能になるシ
ステムです。試適用インスツルメント「ベ
リファイア」で根管形成サイズを確認し、
専用の加温器「サーマプレップ 2」で加温
し充填するといった、簡便且つ単純な操作
ステップで使用が可能なシステムです。
【特徴】
●1 本で垂直及び側方への加圧ができ、短
時間で 3 次元的根管充填ができます。さ
らに事前に作業長を決定することで、根
尖孔外への充填材の溶出を防ぐことがで
きます。
●機械的除去で容易にポストスペースを
形成できます。また、再治療の際の除去
も容易となるため、その時間と手間を省
くことができます。
●#20～#90 までの幅広いサイズで、
様々な根管に対応します。
標準価格＝
ガッタコアピンク（6 本入） 3,800 円
サーマプレップ2
66,500円
ベリファイア（6 本入）
2,200 円

『 フェザー替刃
№370・390・390C 』
＜ フェザー ＞

標準価格＝各種とも 12 枚入 12,000 円

日本歯科商社から発売された“バリア A ロ
ーション”
（製造：サラヤ）は、グローブ装
着前に塗る事により、バリア機能を補完し、
刺激から手肌を守ります。また、ヒアルロ
ン酸を配合しているため、手肌にしっとり
とうるおい、お肌をみずみずしく健やかに
保ちます。
【特徴】
●手に塗布すると透明な膜を形成し、皮膚
を保護します。
●ヒアルロン酸を配合しているため、お肌
を健やかに保ちます。
●皮膜形成成分であるフッ素系ポリマーと
保湿剤の作用により、保護作用を高めま
す。
●手指消毒剤の残留抗菌作用にほとんど影
響を与えません。
●無香料タイプですので、医療器具などへ
の移り香の心配がありません。
●サラリとして感覚のつけ心地です。
●1 本で約 1,200 回分、一回塗ると効果
が 4 時間程度持続するので、とても経済
的です。
標準価格＝480ml（ポンプ付）4,950 円

微細な切開が可能です！
今回ご紹介する商品はフェザーより発売されております『フェザー替刃メス№
370・№390・№390C』の 3 種類です。こちらは主にマイクロスコープ（顕微鏡）
を用いた微細な手術時に有効な小型替刃メスです。適切な形状・刃厚でコントロ－ル
しやすく、微細な切開が可能です。特に歯周形成外科や歯周再生手術時に有効です。
実際にお使いいただいている先生にお聞きしたところ、
「根面被覆手術において、
歯肉退縮がみられる受容床に対するエンベロープ形成時には薄い歯肉溝に非常に入
りやすく重宝している。
」とのお声を頂いております。適用ハンドルは、No3、No3T、
No7 の替刃ハンドルに装着可能です。この機会にぜひ一度お試しいただければと思
います。詳細につきましては弊社営業担当者までお気軽にお尋ねいただきますようお
願いします。
久留米店 営業一課 野口 義治
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★今週の新刊

『 歯科医院の発展とその心技体 』
～失敗と成功の我が経験則～

Chapter1＝自信はあるか、Chapter2＝自らの
弱点を把握、Chapter3＝求められる歯科医療の
道程、Chapter4＝我が経験則、Chapter5＝歯
科医療の可能性を展望する、Chapter6＝臨床半
世紀の学び等、著者の失敗と成功の積み重ねから
生まれた新たな医院経営バイブル！

『 第 3 版 イラストでわかる歯科医学の基礎 』
人のからだの構造や働き、口腔の機能や病気の成
り立ちなど、難解な分野をイラスト・図表を用い
て視覚的に理解しやすく編集したオールカラー
テキストの第 3 版。用語の定義を明解に記し、索
引から学びやすい構成に改訂。
●監修＝渕端 孟／祖父江 鎮雄
西村 康／村上 秀明
●出版＝永末書店
●価格＝4,200 円＋税

●著 ＝下川 公一
●出版＝クレードル
●価格＝8,000 円＋税
『 デキる DH を目指して！ 10 ポイントで上達 SRP 』
～患者管理・インプラントメインテナンス～

「インスツルメンテーションやポジショニング
に自信がある？」
「患者さんの口腔と全身の健康
状態を把握できている？」
「インプラントメイン
テナンスを徹底できている？」等、著者が学んだ
テクニックや訓練のコツ、またアメリカのクリニ
ックでの臨床経験を通じて見えたことなど、日本
とアメリカとの歯科事情の違いも交えて解説し
た一冊。

『 日本食品成分表 2015 年版（七訂）本表編 』
「日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）
」準拠。
大改訂に対応した待望の最新版。以前まで収載さ
れていた 1,878 食品から 313 食品増の 2,191
食品を収載。レイアウトやデザイン、表示方法な
どを工夫して、見やすく使いやすい充実の内容で
構成し、改訂のポイントもわかりやすく解説した
一冊。
●編 ＝医歯薬出版
●出版＝医歯薬出版
●価格＝1,300 円＋税

●著 ＝藤森 直子
●出版＝医学情報社
●価格＝3,800 円＋税
『 今日の治療薬 2016 』
～解説と便覧～

2016 年版では「解説」に大規模臨床試験の結
果などを『薬物療法のエビデンス』として掲載。
「便覧」では尿中未変化体排泄率 70%以上の薬
剤に「腎排」マークを追加し、腎機能障害に注意
喚起。また、マークをより見やすい大きさに拡大。
薬効群ごとに解説と便覧で構成した治療薬のベ
ストセラー書。
●編集＝浦部 晶夫／島田 和幸／川合 眞一
●出版＝南江堂
●価格＝4,600 円＋税
『 歯科と認知症 』
～歯科医師の認知症対応力向上にむけて～

『 スタンダードパーシャルデンチャー補綴学 』
歯科補綴学の進歩や社会の変化、とくに急速な高
齢者人口の増加に伴う口腔に関する諸問題に対
応するため、内容のさらなる充実を期した一冊。
パーシャルデンチャーの基本中の基本をできる
だけわかりやすく記し、スタンダードな内容に整
えた書。
●編著＝藍 稔／五十嵐 順正
●出版＝学建書院
●価格＝7,500 円＋税

『 トリートメントコーディネーターが
歯科医院を活性化させる＜改訂版＞ 』
～目からうろこのコミュニケーション論～

訪問歯科診療の現場では、どのように認知症患者
と向き合っているのか。また、認知症患者におけ
る摂食嚥下障害の特徴やリハビリテーションと
はどのようなものなのか。実際の症状例を紹介し
ながら、第一線で活躍する先生らがわかりやすく
解説した書。

医院を活性化させるコミュニケーションとは？
上手なコミュニケーションの実践法やトリート
メントコーディネーターの役割、専門家としてス
キルアップなど、トリートメントコーディネータ
ーにおけるコミュニケーション術を網羅した一
冊。

●著者＝道川 誠／平野 浩彦／吉岡 裕雄
福井 智子／白野 美和／須田 牧夫
●出版＝メディア
●価格＝3,５00 円＋税

●監修＝日本歯科 TC 協会
●編著＝松尾 通
●出版＝わかば出版
●価格＝2,700 円＋税
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