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ビバエース／ナカニシ

Kerr マックスセムエリートクロマ

＜訪問歯科診療ユニット＞

／カボデンタルシステムズジャパン

プロネスパスタアロマ
／日本歯科薬品

＜接着性レジンセメント＞

＜歯科用表面麻酔剤＞

-

もっと快適で高度な訪問歯科診療を可能に
する軽量・コンパクト設計の訪問歯科診療
ユニット“ビバエース”がナカニシから発
売されました。多目的に使用できる高性能
マイクロモーターや超音波スケーラーな
ど、診療室と変わらない治療環境をコンパ
クトに凝縮。軽量 8.6kg で女性でも持ち運
びやすく、訪問先での設置も簡単。これま
でになかった高度な機動性で、より快適な
訪問歯科診療をサポートします。

-

【特徴】
●エンドモーターに対応する高性能マイク
ロモーターを搭載し、独自技術の 180
度ベクトルモーター制御により、高速か
ら低速まですべての回転域で高いトルク
とスムーズな回転を実現。また、0.3～
3.0 までのトルク設定が可能で、エンド
治療に適したオートストップ、オートリ
バース機能を搭載。
●ナカニシ独自の iPiezo エンジンを搭載
し、歯面の状態に合わせて常にチップ先
端に適切なパワーを供給します。
●診療体制に合わせて選べるフレキシブル
なフットコントロールシステムを搭載。
●訪問診療先でのセッティングから撤収ま
で、すべてが簡単でスピーディーに行え
ます。
●ホルダーバーとホルダーアームは高さ・
角度を 4 段階調整が可能です。
標準価格＝
コンプリートセット 980,000 円

『 ルシェロ 歯間ブラシ 』
＜ ジーシー ＞

患者参考価格＝
ハンドル付（1 パック） 500 円（税込）
替ブラシ（1 袋）
260 円（税込）

カボデンタルシステムジャパンから発売
された“Kerr マックスセムエリートクロ
マ”は、ゲル化を知らせるカラーインジケ
ーターを採用したデュアルキュア型接着
性レジンセメントです。セット時のピンク
色は、硬化とともに色褪せ、完全硬化で本
来のシェード色に戻ります。余剰セメント
除去の適切なタイミングを視覚的に確認
でき、セットから硬化までの時間や温度状
況を気にする必要がなく、セメンティング
の不安やストレスから解放できます。ま
た、余剰セメント除去に起因するリスクを
なくし、より適切な診療を提供します。
【特徴】
●Kerr 独自特許のGPDM モノマーを採用
し、象牙質、エナメル質、全ての補綴物
への接着力はいずれも 22MPa 以上を
発揮します。
●前歯・臼歯セラミックス、ジルコニア、
メタル、各種 CAD/CAM 材料に対応し
ます。
●4:1 の割合の分注システムを採用したオ
ートミックスチップを採用。
●特許のレボックス重合開始剤は経時的
に劣化・黄変するアミンの含有はなく、
色調安定性に優れています。
●280%（対アルミニウム）の X 線造影
性を有します。
●クリアー、ホワイト、イエローの 3 シェ
ードをラインナップ。
標準価格＝リフィル（2 本入）13,600 円

日本歯科薬品発売の歯科用表面麻酔剤“プ
ロネスパスタアロマ”
（現行発売はストロ
ベリーのみ）に、4 種の香り（ストロベリ
ー、マスカット、マンゴー、ミント）から
選択ができるよう、リニューアル発売され
ました。お好みのフレーバーで表面麻酔時
の患者さんへの不快感をやわらげます。
【特徴】
●フレーバー（香料）が麻酔薬特有の苦み
をマスキングします。
●適度な粘稠度を有する水溶性ペースト
を基剤としているので、液だれの心配が
なく、麻酔部位を限局できます。
●代表的な表面麻酔薬であるアミノ安息
香酸エチル（10%）を主成分とし、さら
に麻酔効力と持続性に優れたテトラカイ
ン塩酸塩（1%）
、およびジブカイン塩酸
塩（1%）の 3 種の麻酔薬が配合されて
います。
●抗菌成分ホモスルファミンの配合によ
り、常に衛生的な状態で使用することが
できます。
標準価格＝20g 入 2,500 円
薬価＝1g 88.93 円

患者様に使いやすさを提案できる歯間ブラシ！
今回ご紹介させて頂く商品は、㈱ジーシーより発売されております『ルシェロ歯間ブラシ』
です。特徴といたしましては、
①使いやすい向きに変えられるヘッド
②臼歯部までしっかり磨ける持ちやすいロングハンドル＆ロングネック
③折れにくい高強度ワイヤー＆ルートコーティング
ご使用頂いている患者様から、
「4S の細かさが細部までしっかり磨けて最高！以前のものよ
り使いやすく助かっています。
」と感想を頂きました。
一度購入すれば次からは替えブラシの購入のみなのでコストパフォーマンスにも良いです。
是非この機会にお試しして頂ければと思います。商品の詳細につきましては弊社営業担当者
までお尋ね下さい。
熊本店 営業二課 下酔尾 美博
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★今週の新刊

別冊クインテッセンス 口腔外科 YEAR BOOK

『 繋ぐ 』
～災害歯科保健医療対応への執念～

災害時の対策として、口腔ケアの重要性がようや
く注目されつつあるなか、
「災害で何とか生き残
ったにもかかわらず、歯や口が原因で命を落とす
ことがあってはならない」と「救える命」のため
に、立ち上がった歯科医療従事者たち。災害の教
訓をつぎに生かし、
「繋ぐ」べき経験とその想い
がこの一冊に！
●著 ＝佐藤 保／足立 了平／田中 彰
斎藤 政二／中久木 康一／北原 稔
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝1,800 円＋税
『 ポケット版 3 週間で学べる
歯科技工士のためのパーシャルデンチャー製作法 』

『 一般臨床家、口腔外科医のための
口腔外科ハンドマニュアル’16 』
巻頭特集では、
「歯科・口腔外科における再建治
療の可能性（口腔がん＆インプラント）
」
「口腔顎
顔面外傷の治療をどうするか」
「脱タバコ社会の
ための歯科医師の役割」
「口腔外科医の cadaver
実習の意義と今後の展望」の４題を掲載。その他、
ベーシックからアドバンスに至る外科手技や最
新情報など、幅広いテーマを取り上げた一冊。
●編 ＝日本口腔外科学会
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝6,400 円＋税

『 歯内療法 成功への道 抜髄 Initial Treatment 』
～治療に導くための歯髄への臨床アプローチ～

本書は、歯科技工士学校を卒業して、間もない歯
科技工士を対象に、パーシャルデンチャーの製作
上重要な項目を 21 項目に分けて解説し 1 日 1
項目を学べば、3 週間で一通りパーシャルデンチ
ャー製作を理解できるように編集された、パーシ
ャルデンチャー製作のマスター書。

Initial Treatment における抜髄処置の成功率を
100%とするために必要な、
日々の臨床を理論づ
ける知識や確実で効率的な手技などを、エンドの
エキスパートが詳細に解説。感染根管治療を撲滅
するために、はじめて歯髄そして根管にアクセス
する責任を果たすための臨床アプローチを紹介。

●監著＝佐々木 雅史
●著 ＝東條 圭吾／橋本 拓哉
●出版＝クインテッセンス出版
●価格＝3,200 円＋税

●編著＝木ノ本 喜史
●出版＝ヒョーロン・パブリッシャーズ
●価格＝18,000 円＋税

『 これでカンペキ 歯科衛生士の
歯周治療の本 2016-17 』
日々の“臨床で押さえておくべき内容やコツ”
などを歯周治療の流れにそって、豊富な写真とイ
ラストでわかりやすく図解。2016-17 版は、
診療報酬改定で追加された「かかりつけ歯科医機
能強化型歯科診療所」についても図解。改訂を重
ねたベストセラー書の最新版！
●著 ＝小原 啓子／畠山 知子
●出版＝医歯薬出版
●価格＝3,200 円

月刊「歯科技工」別冊

『 齢社会を見据えたパーシャルデンチャーの製作 』
～予知性を考慮したリジッドサポートの技工術式～

進行する超高齢社会を見据え、ラボサイドが知っ
ておきたいパーシャルデンチャーの設計の基本
原則と維持装置の詳細な製作術式を紹介。
“動か
ずによく噛める”
“審美的にも満足のいく”パー
シャルデンチャー製作のためのノウハウが満載。
リジッドサポートによるパーシャルデンチャー
製作のためのテクニカルガイド本。
●編 ＝玉置 勝司／佐藤 幸司
●出版＝医歯薬出版
●価格＝5,800 円＋税

『 はいしゃさんの仕事カイゼン術 』

『 基礎からわかる高齢者の口腔健康管理 』

歯科医院におけるカイゼンの考え方や進め方、体
制づくりを図解！診療所の歯科衛生士の人材育
成のポイントがわかり、就業の定着（離職防止）
や復職支援等のツールにも最適！また、医療法改
正の趣旨に則して、臨床現場で求められる医療安
全等の実践的な知識・技能についても掲載。

安心・安全で効果的な口腔衛生と口腔機能の健康
管理について、その位置づけから手技に至るまで
を詳しく解説。関連する基礎知識である“栄養、
安全、要介護高齢者の身体的・精神的特徴”など
についてもしっかりと取り上げ、口腔健康管理を
体系的に解説した一冊。

●編集＝小原 啓子／藤田 昭子／石田 眞南
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,000 円＋税

●著 ＝下山 和弘
●出版＝医歯薬出版
●価格＝4,400 円＋税
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