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ビューティフィル キッズ／松風

りっぷるとれーなー／松風

＜歯科充填用コンポジットレジン＞

＜口輪筋トレーニング器具＞

小児用ラバーダムフレーム
／クロスフィールド
＜開閉式ラバーダムフレーム＞

-

松風から発売された“ビューティフィル キ
ッズ”は、小児の充填修復に適したコンポ
ジットレジンです。短時間で充填が出来る
よう、操作性の異なる 3 種類のペーストを
ラインナップしています。フロアブルタイ
プのペーストにおいても高いX 線造影性を
有しており、う蝕の進行が早い乳歯でも充
填後の経過観察を安心して行えます。

-

7 月 21 日に松風から発売される“りっぷ
るとれーなー”は、歯科医師が考案した口
輪筋トレーニング器具です。口輪筋を中心
として表情筋を鍛えて、
「おくちポカ～ン」
や様々な症状を予防できます。

【特徴】
●ビューティフィルキッズには、思い通り
の立体的な付与が可能な「ゼロフロー」
、
適度な形態維持性とバランスのとれた流
動性のある「ローフロー」
、先端部が細く
適量採取が可能なワンプッシュシリンジ
により、採取した形のまま充填できる「ペ
ースト」の 3 種類をラインナップ。
●従来のフロアブルレジンよりも高いX 線
造影性を有しています。咬翼法（バイト
ウイング法）による隣接面の診査でも充
填部位が明瞭に確認できます。
●エナメル質が薄く白っぽく見える乳歯の
色調にマッチングしやすい不透明性を有
した設計です。
●松風独自の S-PRG フィラーを配合し、
6 種類のイオンリリースにより、抗プラ
ーク付着性の他、酸中和能の発現や、エ
ナメル質の脱灰を抑制する特長を有しま
す。
標準価格＝ゼロフロー・ローフロー
（2.2g 入）2,800 円
. ペースト（3g 入）2,900 円

『 ロエコ パロティスロール 』
＜ 茂久田商会 ＞

【特徴】
●歯列に沿うように丸みをつけ、口唇の内
側に適度にフィットする設計です。
●口唇内に入るホルダー部も大きく、小さ
なお子さまにも安全にトレーニングでき
るよう誤飲防止ストッパーもついていま
す。
●口輪筋だけでなく周囲の表情筋なども
鍛えることができます。
●松風から発売の口唇閉鎖力測定器「りっ
ぷるくん」と組み合わせることで、トレ
ーニング効果を正確に把握することがで
きます。
●患者啓蒙用リーフレットも用意してい
ます。

患者参考価格＝1 個 200 円（税別）

小児歯科の安全と治療時間の短縮を実現
できる開閉式ラバーダムフレーム“小児用
ラバーダムフレーム”が、クロスフィール
ドから発売されました。フレーム中央部で
開閉できるため、唾液の吸引が容易に行
え、フレームを外さず簡単にレントゲン撮
影が可能です。また、急な嘔吐反射にも対
応できます。
【特徴】
●フレームの 10 個の突起部により、容易
にラバーダムを装着できます。
●金属のラバーダムフレームと同じよう
に使用できます。
●フレーム装着後、開閉式のため容易にバ
キュームが使える上に、急な嘔吐反射に
も対応できます。また、開閉部を開いた
状態でレントゲン撮影も可能です。
●オートクレーブ滅菌に対応（132℃）し
ています。

標準価格＝1 個 ４,500 円

驚きのロングワッテ！形状保持性を持たせた優れもの！
今回紹介させていただきますのは茂久田商会取扱いの『ロエコ パロティスロール』です。この商
品は舌圧排から開口補助まで、ズレなく使用できるロングワッテです。市販ロール 5～6 倍分の長さ
を生かして、舌圧排から開口補助とあらゆる用途で使用できます。ワッテ中心にプラスチック芯が収
められ、形状保持性がありますのでピタッと安定してズレません。
ご採用していただいている先生、スタッフ様は、
「オフィスホワイトニング、矯正、PMTC、フッ
素塗布時に大変活躍してくれています。
」と好評頂いております。別売専用ケース・パロティマット
（定価 6,500 円）もございます。
口腔内の湿潤環境に左右される治療等も増えているのでぜひこの機会にお試しいただきたいと思
います。詳細は弊社担当営業者までお問い合わせください。
（※規格サイズ＝4 種類あり。
）
久留米店 営業一課 野田 夏希

標準価格＝100 本入 4,100 円
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★今週の新刊

『 抜歯しない埋伏歯の矯正歯科治療 』

『 疾患別 歯科医療面接 』

～埋伏歯治療にかかわるすべての歯科医師のために～

～服用薬剤とサンプル症例から学ぶ～

埋伏歯治療には小児歯科、口腔外科、矯正歯科等
がかかわるが、自家移植や矯正歯科治療による保
存が可能だといえる。埋伏部位別に示した症例に
対する治療のベネフィット・リスクを考察しなが
らその適応判断を示した、埋伏歯治療にかかわる
すべての歯科医師の指針となる一冊。

基礎医学知識を疾患別にわかりやすく解説し、パ
ッと見て服用薬が確認できる 220 点余の薬剤写
真や、問診で使えるチェックリストも掲載。サン
プル症例では具体的な問答がシミュレートでき、
上手な聞き方や診療での注意点のポイントが実
践的に学べ、〇×式テストで復習ができる書。

●著 ＝野田 隆夫／野田 雅代
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝9,800 円＋税

●著 ＝長坂 浩／山口 秀紀
守安 克也／中島 丘
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝8,500 円＋税

『 なぜかと考える口腔外科 』

『 患者さんの不安・疑問に答える 』

～疾患の成り立ちと治療への手がかり～

～選ばれる歯科医院になるための治療時の説明～

口腔外科領域でみられる疾患を取り上げ、その成
り立ちから歴史的背景、術式の変遷などをたどり
ながら、診断や治療の手がかりとなる知識を多く
の文献により紹介し、構成を 8 つの章に分け、図
や写真、コラム的なミニ解説を随所に盛り込み、
物語を読むような感覚で、手軽に学べる内容の一
冊。

ナラティブメディスンとして患者さんの置かれ
ている環境や立場などを想いながら、問診や説明
をしないと、患者さんは納得するどころか離れて
いってしまう。患者さんが思っている不安や疑問
に対して、わかりやすいように患者さんとの対応
のポイント、
対応方法、
いってはいけない Don’t
の 3 項目に分け Q&A 形式で解説した一冊。

●著 ＝奥村 一彦
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,800 円＋税

●編 ＝金田 洌／安田 登
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝7,000 円＋税

月刊「歯界展望」別冊

『 補綴装置および歯の延命のための最新治療指針 』
本書は、公益社団法人日本補綴歯科学会誌に掲載
されていたシリーズ『補綴装置および歯の延命の
ために』に、執筆陣らの臨床例などを追加し、補
綴装置や歯の延命のための各種因子や治療法を
紹介した書。基本的な情報から定番のエビデン
ス、最新の情報を整理し、症例を提示しながらビ
ジュアルに解説。
●編 ＝矢部 博文／峯 篤史
中島 純子／市川 哲雄
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,800 円

『 歯周治療の指針 2015 』
2007 年に作成した歯周治療の総論として位置
付けられる「歯周病の診断と治療の指針 2007」
と，各論としての「歯周病の検査・診断・治療計
画の指針 2008」の統合を目的とした書。歯周
治療の携わる医療従事者必携の一冊。
●編 ＝特定非営利活動法人日本歯周病学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝1,800 円

『 歯科保険診療の手引き 』
『 歯周病と全身の健康 』

～平成 28 年 4 月版～

本書は、糖尿病以外の種々の全身疾患あるいは妊
娠などの全身の状態と歯周病との関連について、
学術的な立場からの知識を整理しまとめた日本
歯周病学会編集によるガイドライン。歯周病が全
身の健康に及ぼす作用についての最新情報が掲
載された一冊。

本書は歯科保険診療に必要な届出事項から算定
のコツまでを盛り込んだ歯科保険医のための実
用書。厚労省からの情報と解釈だけではわかりに
くい、歯科医師が本当に知りたい「何が算定でき、
何が算定できないのか」を、現場の声を基に編集
し、あらゆる疑問に明快にお答えする実用書！

●編 ＝特定非営利活動法人日本歯周病学会
●出版＝医歯薬出版
●価格＝2,000 円＋税

●編著＝日本社会保険研究会
●出版＝自由工房
●価格＝4,000 円＋税
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