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グラシス 前折れステップタイプ
／ヨシダ

リビール&リビールクリア
マトリックス／モリムラ

サイレントコンパクト CAM
／日本歯科商社

＜接着性ベニアプロビジョナル
レストレーションシステム＞

＜歯科用チェアユニット＞

＜CAM ユニット専用技工用集塵器＞

-

￥
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ヨシダから発売の歯科用チェアユニット
“グラシス（GRASYS）
”に、患者さんの
乗り降りが楽に行える前折れステップタイ
プ仕様が新たに追加発売されました。テー
ブルやスピットンに有機ガラスを採用し、
ラグジュアリーな空間創りができるユニッ
トです。また、Fukka-Fukka シートを標
準搭載しているので、患者さんにリラック
スした状態で治療が受けられます。
【特徴】
●背板の角度を変えることなく、座面全体
を傾ける単独チルティング機構を搭載。
背中と腹部の負担が少ないので、高齢者
や妊婦の方でも安楽ポジションで治療を
受けられます。
● チ ェ ア は 最 低 位 450mm ・ 最 高 位
820mm とストロークを幅広くしてあ
るため、患者さんは楽に乗り降りができ
ます。
●残留水を排出するフラッシング機能やバ
キュームのクリーニング機能を標準搭
載。毎日のお手入れがボタン 1 つで簡単
に行え、スタッフの負担を軽減します。
●オプションにてマイクロスコープを搭載
でき、チェアが垂直昇降式のため視野の
ズレやブレが起きにくい構造です。また、
ユニット回りに設置するベースやポール
を少なくし、スッキリとした診療空間が
作れます。
標準価格＝標準仕様 4,720,000 円

『 ふわふわグルメ 』
＜ モリタ ＞

モリムラから発売された“リビール”&“リ
ビールクリアマトリックス”
（ビスコ社製）
は審美修復時に用いるモックアップ材料で
す。最終補綴物を装着するまでの中・長期
の暫間修復期間でも維持できる耐久性を有
しています。暫間修復期間中において審美
性を追求し、最適な口腔機能性を精密に把
握することができ、高精度な最終補綴物の
装着に効果を発揮します。
【特徴】
●リビールクリアマトリックスは、VPS
（ビニルポリシロキサン）を主成分とし
た暫間修復物作成に用いる親水性ビニル
シリコン印象材です。細部を明瞭に印象
採得できます。透明な印象材のため、注
入したリビールを口腔内外にて光重合す
ることができます。
●リビールは、光重合型審美・暫間修復用
フロアブルコンポジットレジンです。リ
ビールクリアマトリックスに注入しやす
いフロアブル特性を有しながら、ナノフ
ィラーが配合されており、マイクロハイ
ブリッドコンポジットレジンと同等の物
理的特性、研磨性を有しています。また、
追加築盛およびリペアが可能です。色調
は A1 とブリーチ色をラインナップ。
標準価格＝
リビール（1.5g×2 本入） 9,000 円
リビールクリアマトリックス 9,900 円

日本歯科商社から発売された“サイレント
コンパクト CAM“は、ドイツ・レンフェ
ルト社独自の静穏設計の小型 CAM ユニッ
ト専用の技工用集塵器です。インターフェ
イスケーブルを接続することにより CAM
ユニットとの連動が可能です。
【特徴】
●自動でファインフィルターが振動し、粉
塵が集塵トレーに振るい落されます。
●ダストバックが不用なのでとても経済
的です。
●連動モードと継続運転モードの 2 つの
モードから選択できます。
●集塵量確認お知らせタイマー付きによ
り、ゴミ捨て時期が明確です。
●インターフェイスケーブル（別売）は 4
種類を用意し、15 社メーカーの CAM
ユニットに対応します。
● 本 体 サ イ ズ は 、 W245 × D500 ×
H440mm、本体重量 13.2kg、集塵ト
レー容量約 2.6L。
※ミリングバー収納スロット周辺エリア
に残った切削片は、ジョブ終了後に吸引
清掃が必要です。
標準価格＝本体一式
198,000 円
インターフェイスケーブル
9,000 円

摂食支援やわらか食！
今回紹介させていただく製品は、㈱モリタより発売されている摂食支援やわらか食『ふわふわグルメ』で
す。本製品は、インプラントや外科手術の後、通常の食事が困難な方に対して噛まずに舌や歯茎でつぶせる
柔らかさで摂食支援を目的とした商品です。特徴は、凍結含浸法による食材を凍結させた後、酵素の働きに
よって、食材の見た目や味・風味・栄養はそのままに、舌でつぶせるほどやわらかい物になっています。こ
の技術はニッスイが、ISO9001 取得の国内工場で製造しています。また、メニューは和洋中 7 種が揃っ
ているので色々な味を楽しめます。詳しい内容につきましては、弊社営業担当者にお尋ねください。
※凍結含浸法に関わる一連の基本技術は広島県が特許権を有しています。
熊本店 営業三課 宮野 孝徳

患者参考価格＝
1 セット（各 1 食・計 7 食入）7,800 円、2 セット（各 2 食・14 食入）12,900 円、3 セット（各３食・計 21 食入）18,100 円
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★熊本・大分地方大震災のお見舞い申し上げます。
4 月 14 日そして 15 日の 2 度にわたる熊本・大分地方の大地震
におきまして、被災されましたお得意様、またご家族の皆様に心
よりお見舞い申し上げます。弊社熊本店も倉庫内の棚、製品が散
乱した状況ではありましたが、地震後の 18 日月曜日からは、他
県店舗の営業マンも熊本に応援に駆け付けてくれ、お得意様の歯
科医院、技工所様に一軒一軒ご訪問させていただき、被災状況の
確認と復旧に努めさせていただきました。しかしながらまだまだ
ライフラインが遮断されているところも多く、最終的な点検まで
はできていないお得意様もございます。引き続きいち早い復旧の
ため、できる限りのご協力をさせていただきますので、ご遠慮な
くお申し付けいただきますようお願い申し上げます。まだまだ余
震も続き不安な日々と思いますが、皆様方のご健康を心よりお祈
り申し上げます。

★今週の新刊

▲メーカー様や各店舗からお持込みいただきました
救援物資。営業担当者の車に積み込み、お得意様
へ物資提供に努めました。

『 安心して診療できる
歯科医院仕組みづくりの本 』

『 診査・診断ナビゲーション
日常臨床でのヒント集 』

安心して診療するためのポイントを、歯科医院
250 医院を担当する会計事務所の参考データ
も交えながらコンパクトにまとめあげた書。開
業のスタートダッシュの成功に、現在の歯科医
院運営のチェックにと活用できる、歯科医院に
置いておきたい一冊。

患者を長期にフォローしていくには、現状を正
しく把握し、患者の背景や将来を加味した治療
プランが必要とし、本書では、
「初診時の診査・
診断」にスポットを当て、歯の保存を最優先に
どのように診査・診断し、どのように治療計画
を立案するのか、その考え方やポイントを解説。

●著 ＝橋本 守
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,000 円＋税

●編集＝牧 宏佳／谷本 幸司
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝5,000 円＋税

『 撮れる！活かせる！口腔内規格写真 』

『 歯科アレルギーNOW
疾患の基礎と臨床のエッセンシャル 』

口腔内撮影の手順や知識などを具体的かつわか
りやすくまとめ、患者さんにどのように説明し
て還元するかまでを紹介した書。
“１人で１０分
以内”に撮れて、上手に活かせ、すぐにスキル
アップを実感できる、うれしい一冊！

東京医科歯科大学歯学部附属病院歯科アレルギ
ー外来での 15 年間で培われた臨床のノウハウ
を紹介。アレルギーのメカニズムから、検査、
診断、治療、医科歯科連携、Q&A まで皮膚科
医や整形外科医、薬剤師も交えて詳述した一冊。

●著 ＝落合 真理子
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝3,500 円＋税

●編集＝海老原 全／松村 光明
原澤 秀樹／北崎 祐之
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝9,500 円＋税

『 明日は我が身とならないための
実例 歯科医院法務まなび塾 』
医療過誤訴訟が増加傾向にある昨今、開業歯科
医も他人事ではいられません。本書では、実際
に起こった裁判事例を紐解きながら、どのよう
なケースで歯科医師が訴えられているのか、ど
うしたら訴訟リスクを減らすことができるの
か、を丁寧に解説した一冊。
●著 ＝永松 榮司／横山 敏秀／丸山 高人
●出版＝デンタルダイヤモンド社
●価格＝4,000 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

『 口腔カンジタ症薬物療法の指針 』
～治療とケアに役立つ基礎と臨床～

歯科医療従事者が知っておきたい口腔カンジダ
症の基礎知識、診断法や治療法、そして、予防・
口腔ケアまでを、多数の写真とともに簡潔にま
とめあげ、また、投薬にあたっての注意事項、
併用禁忌・注意などの情報もわかりやすく提示
した書。口腔カンジタ症の診断・治療ガイドブ
ック。
●編 ＝日本歯科薬物療法学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,600 円＋税
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